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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 813 △36.0 △39 ― 13 ― 21 ―
21年3月期 1,270 △17.5 △41 ― △18 ― △238 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 0.30 ― 0.7 0.4 △4.8
21年3月期 △3.35 ― △7.6 △0.5 △3.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 3,334 3,028 90.8 42.57
21年3月期 3,324 3,006 90.4 42.26

（参考） 自己資本   22年3月期  3,028百万円 21年3月期  3,006百万円

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

22年3月期 188 △82 △0 700
21年3月期 △72 △660 △0 594

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― ―
22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― ―
23年3月期 

（予想）
― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

380 5.6 5 ― 25 ― 25 ― 0.35

通期 820 0.8 10 ― 50 260.2 50 131.2 0.70

soumu5
新規スタンプ



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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  30,295株 21年3月期  28,400株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 510 △52.3 1 740.1 18 230.9 24 ―
21年3月期 1,068 △9.0 0 △99.9 5 △94.1 △234 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 0.35 ―
21年3月期 △3.29 ―

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 3,316 3,076 92.8 43.24
21年3月期 3,323 3,051 91.8 42.89

（参考） 自己資本 22年3月期  3,076百万円 21年3月期  3,051百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の連結業績予想及び個別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４ページを参照してください。 

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 
累計期間

180 △32.0 6 ― 6 ― 12 ― 0.18

通期 370 △27.5 10 740.0 10 △46.7 20 △19.7 0.28



(1）経営成績に関する分析 

① 当連結会計年度の概況 

 当連結会計年度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、厳しい雇用情勢や

デフレなどの懸念要因もあり、先行きの不透明な状況を払拭できずに推移しました。 

 このような経営環境のもと、当社グループは、新規取引先の開拓を積極的に行うとともに、収益改善

策としてコスト削減や経営の効率化を図ってまいりました。平成21年７月には京都市内で行っていた管

理部門の業務と東京都内で行っていた営業部門の業務を東京都内に集約しました。また、12月には会社

分割を実施し、連結子会社である日本レース株式会社が繊維事業を、連結子会社である株式会社ラフィ

ネが化粧品事業を、それぞれ承継しました。なお、平成22年４月１日を効力発生日として、日本レース

株式会社と株式会社ラフィネが合併し、日本レース株式会社が存続会社となり、株式会社ラフィネは解

散しました。  

 以上の結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は８億１千３百万円（前連結会計年度比36.0％

減）となり減少したものの、損益面におきましては、経常利益は１千３百万円（前連結会計年度経常損

失１千８百万円）、当期純利益は２千１百万円（前連結会計年度当期純損失２億３千８百万円）となり

黒字を確保することができました。 

 なお、単体の業績につきましては、当事業年度の売上高は５億１千万円（前事業年度比52.3％減）、

経常利益は１千８百万円（前事業年度比230.9％増）、当期純利益は２千４百万円（前事業年度当期純

損失２億３千４百万円）となり、経常利益、当期純利益ともに黒字化することができました。しかしな

がら、繰越利益剰余金は２億２千５百万円のマイナスとなっており、配当金につきましては誠に遺憾な

がら無配を継続させていただきます。 

  

 事業分野別の概況は次のとおりであります。 

＜繊維事業＞ 

 子会社の日本レース株式会社が女性向けアウターウェア用刺繍レースの企画販売を中心に営業活動を

展開している当事業では、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、当事業の売上高は１億３千２百万円（前連結会計年度比34.2％減）となりました。 

  

＜化粧品事業＞ 

 子会社の株式会社ラフィネ（合併により現「日本レース株式会社」）が化粧品及び医薬部外品のＯＥ

Ｍ製造・販売を行う当事業では、洗顔料、シャンプー、リンス、クリーム、化粧水、美容液、育毛剤、

歯磨き、新型インフルエンザ対策としての消毒液などをインターネット販売、通信販売、理美容業界向

け、ドラッグストア、エステサロン等に出荷し販売力の強化に努めてまいりました。ＯＥＭ工場として

は、取引先を確保することによる稼働率の向上に取り組み着実に取引先は増えたものの、小ロット、多

品種の傾向が続きました。 

 その結果、当事業の売上高は３億５千万円（前連結会計年度比2.4％増）となりました。 

  

＜不動産事業＞ 

 当事業におきましては、新宿の駐車場並びに西麻布及び世田谷区代沢のビルの安定した賃料収入を確

保することができました。また、第４四半期連結会計期間において販売用不動産の売買を成立させるこ

とができましたが、不動産市場の低迷による影響を受けました。 

  その結果、当事業の売上高は３億２千６百万円（前連結会計年度比41.6％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

り込むなど大幅に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（前連結会計年度比

１．経営成績



98.2％減）となりました。 

   

  

② 次連結会計年度の見通し 

 今後の見通しにつきましては、繊維事業におきましては、東京での受注営業及び滋賀県の守山工場に

おける見本作りに注力し、積極的にアパレル業者に働き掛け売上維持を図ってまいります。 

 化粧品事業におきましては、開発部門の顧客への提案力の強化、製造部門の技術力の向上、品質管理

の徹底による信頼性の向上に務めてまいります。また、当社のオリジナルブランド「ＺＡＣＣ ヘアケ

アシリーズ」の販路拡大など積極的な営業展開を図ります。 

 不動産事業におきましては、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を軸

に、更なる企業価値の向上に努める所存であります。 

 これにより通期の連結業績予想は、売上高８億２千万円、営業利益１千万円、経常利益５千万円、当

期純利益５千万円を見込んでおります。 

 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）財政状態に関する分析 

  当連結会計年度末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は１千万円増加し、純資産は２

千１百万円増加いたしました。総資産の増加の主な要因といたしましては、販売用不動産が５千８百万

円減少し、投資有価証券が４千８百万円減少した一方、短期貸付金が１億９千３百万円増加し、現金及

び預金が１億６百万円増加したことによるものであります。純資産の増加の主な要因は、利益剰余金が

２千２百万円増加したことによるものであります。 

  キャッシュ・フローの状況は、当連結会計年度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１億６百万円増加し、当連結会計年度末残高は７億円となりまし

た。 

  当連結会計年度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、１億８千８百万円（前年同期は７千２百万円の使用）となりまし

た。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上やたな卸資産が７千７百万円減少したことなどによる

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、８千２百万円（前年同期は６億６千万円）となりました。これは主

に、貸付金の回収により１億７百万円獲得した一方、貸付けに２億３百万円使用したことによるもので

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支出によ

るものであります。 

  なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。 

  平成19年３月期平成20年３月期平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 ％ 83.3 ％ 88.2 ％ 90.4 ％ 90.8

時価ベースの自己資本比率 ％ 388.5 ％ 141.1 ％ 77.0 ％ 96.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率 
          0.0 － －  0.0

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。 

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／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）キャッシュ・フロー対有利子負債比率： 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 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 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累積損失の解消を優先課題とし、将来の利益配分に関する

考え方としては、化粧品事業及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。 

  当期の財務状況により、当期の配当金につきましては誠に遺憾ながら無配を継続させていただきま

す。 



 当社の企業集団は、当社、子会社４社で構成され、刺繍レースの企画・販売、化粧品・医薬部外品の

の製造・販売、不動産の売買・賃貸・仲介・駐車場運営、及び雑貨販売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。 

  

   

繊維事業：日本レース㈱が刺繍レースを企画し仕入れて販売しております。 

化粧品事業：㈱ラフィネが化粧品、医薬部外品等を製造し販売しております。 

  ㈱エレナが、化粧品を仕入れて販売しております。 

不動産事業：当社が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）を行ってお

ります。  

雑貨販売事業：㈱エレナが化粧品・雑貨等の販売を行っております。  

  

（注）平成22年４月１日をもって日本レース㈱と㈱ラフィネが合併し、日本レース㈱が存続会社となり

㈱ラフィネは解散しました。同日より、日本レース㈱において繊維事業及び化粧品事業を行って

おります。 

   

(1)経営の基本方針 

  当社グループは、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、繊維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、ビルの賃貸等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)目標とする経営指標 

  各事業における赤字体質からの脱却と当社グループの累積損失の解消を課題とし、化粧品事業及び

２．企業集団の状況

３．経営方針



不動産事業を中心とした事業展開と企業体質の強化を図り、売上拡大による営業利益、経常利益、当

期純利益における黒字化の継続を目標としております。 

  

(3)中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

  繊維事業では、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

商品の企画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ってまいります。  

 化粧品事業では、規模拡大に向けて、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、製造設備の充実を図り、安定収益が得られる事業として経営資源を集中させ、早期確立に取

り組んでまいります。 

 不動産事業では、駐車場の運営、ビルの賃貸業、不動産の売買により業容拡大を行い、収益力の向

上及び当社グループの企業価値の向上を図ります。 

  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 594,254 700,942

受取手形及び売掛金 167,876 138,279

商品及び製品 40,467 23,590

仕掛品 4,743 598

原材料及び貯蔵品 21,244 23,004

販売用不動産 418,758 360,165

短期貸付金 335,254 528,378

その他 113,792 15,257

貸倒引当金 △21,218 △16,239

流動資産合計 1,675,173 1,773,977

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※3  165,282 ※3  157,004

機械装置及び運搬具（純額） 40,917 28,485

工具、器具及び備品（純額） 10,286 7,267

土地 ※2, ※4  1,222,554 ※2, ※4  1,221,064

有形固定資産合計 ※1  1,439,040 ※1  1,413,821

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 2,679 1,848

無形固定資産合計 133,789 132,959

投資その他の資産   

投資有価証券 ※5  48,927 850

破産更生債権等 1,949 －

その他 27,589 14,876

貸倒引当金 △1,952 △1,820

投資その他の資産合計 76,514 13,906

固定資産合計 1,649,345 1,560,687

資産合計 3,324,518 3,334,664



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 46,771 46,559

未払金 42,908 13,407

未払法人税等 5,185 7,837

賞与引当金 2,950 －

事務所移転費用引当金 1,500 －

その他 31,756 34,794

流動負債合計 131,072 102,599

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 ※2  54,489 ※2  53,885

長期預り金 131,999 139,685

その他 － 10,000

固定負債合計 186,488 203,571

負債合計 317,561 306,170

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,224,825 3,224,825

利益剰余金 △296,003 △273,489

自己株式 △1,917 △2,008

株主資本合計 2,926,905 2,949,328

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 ※2  80,052 ※2  79,165

評価・換算差額等合計 80,052 79,165

純資産合計 3,006,957 3,028,493

負債純資産合計 3,324,518 3,334,664



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

売上高 710,797 486,622

不動産事業収益 560,092 326,865

売上高合計 1,270,889 813,487

売上原価   

売上原価 571,737 386,109

不動産事業売上原価 ※8  309,622 ※8  120,132

売上原価合計 881,360 506,241

売上総利益 389,529 307,245

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  431,108 ※1, ※2  346,491

営業損失（△） △41,579 △39,246

営業外収益   

受取利息 1,623 273

貸付金利息 37,546 54,980

受取配当金 117 37

仕入割引 1,303 836

製品保管料 909 －

有償見本 4,433 4,065

販売用不動産賃貸料 3,448 2,085

その他 2,085 4,426

営業外収益合計 51,467 66,705

営業外費用   

廃棄損 1,508 2,156

有償見本費用 3,679 3,507

貸倒引当金繰入額 10,303 1,917

投資事業組合損失 12,517 3,529

減価償却費 － 1,768

その他 278 697

営業外費用合計 28,287 13,576

経常利益又は経常損失（△） △18,398 13,882

特別利益   

債務取崩益 1,168 －

債務免除益 － 22,630

貸倒引当金戻入額 59 10,575

賞与引当金戻入額 － 2,950

投資有価証券売却益 294 4

特別利益合計 1,521 36,161



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※3  771 ※3  5,915

販売用不動産評価損 163,160 －

損害賠償金 ※4  975 ※4  435

減損損失 ※7  27,353 ※7  1,490

投資有価証券売却損 － 12,730

投資有価証券評価損 26,298 －

事務所移転費用 － ※5  3,067

退職給付費用 7,154 －

事務所移転費用引当金繰入額 1,500 －

投資事業組合清算損失 － ※6  1,769

特別損失合計 227,213 25,408

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△244,090 24,636

法人税、住民税及び事業税 4,355 3,521

法人税等調整額 △9,829 △512

法人税等合計 △5,474 3,009

当期純利益又は当期純損失（△） △238,616 21,627



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,224,825 3,224,825

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,224,825 3,224,825

資本剰余金   

前期末残高 1,147,600 －

当期変動額   

欠損てん補による資本準備金の取崩額 △1,147,600 －

当期変動額合計 △1,147,600 －

当期末残高 － －

利益剰余金   

前期末残高 △1,219,612 △296,003

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △238,616 21,627

土地再評価差額金の取崩 14,625 886

欠損てん補による資本準備金の取崩額 1,147,600 －

当期変動額合計 923,608 22,514

当期末残高 △296,003 △273,489

自己株式   

前期末残高 △1,704 △1,917

当期変動額   

自己株式の取得 △212 △91

当期変動額合計 △212 △91

当期末残高 △1,917 △2,008

株主資本合計   

前期末残高 3,151,109 2,926,905

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △238,616 21,627

自己株式の取得 △212 △91

土地再評価差額金の取崩 14,625 886

欠損てん補による資本準備金の取崩額 － －

当期変動額合計 △224,203 22,422

当期末残高 2,926,905 2,949,328



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 161 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △161 －

当期変動額合計 △161 －

当期末残高 － －

土地再評価差額金   

前期末残高 94,677 80,052

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △14,625 △886

当期変動額合計 △14,625 △886

当期末残高 80,052 79,165

評価・換算差額等合計   

前期末残高 94,838 80,052

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △14,625 △886

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △161 －

当期変動額合計 △14,786 △886

当期末残高 80,052 79,165

純資産合計   

前期末残高 3,245,947 3,006,957

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △238,616 21,627

自己株式の取得 △212 △91

土地再評価差額金の取崩 － －

欠損てん補による資本準備金の取崩額 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △161 －

当期変動額合計 △238,989 21,535

当期末残高 3,006,957 3,028,493



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△244,090 24,636

減価償却費 35,881 41,566

減損損失 27,353 1,490

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,105 △5,110

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,899 △2,950

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,306 －

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） 1,500 △1,500

受取利息及び受取配当金 △39,287 △55,291

長期前払費用償却額 3,551 4,958

投資事業組合損失 12,517 3,529

投資有価証券評価損益（△は益） 26,298 －

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） △294 12,725

投資事業組合清算損失 － 1,769

売上債権の増減額（△は増加） △17,448 29,597

たな卸資産の増減額（△は増加） △800 77,853

仕入債務の増減額（△は減少） △109,976 △212

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,430 3,721

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,531 －

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） 14,475 7,686

その他の資産の増減額（△は増加） 11,720 4,326

その他の負債の増減額（△は減少） △1,109 △15,822

小計 △103,700 138,889

利息及び配当金の受取額 39,018 55,229

法人税等の還付額 1,089 1,052

法人税等の支払額 △8,612 △6,374

営業活動によるキャッシュ・フロー △72,206 188,797



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △100,247 △20,267

有形固定資産の売却による収入 15,870 －

無形固定資産の取得による支出 △129,024 △90

差入保証金の差入による支出 △359 △1,275

差入保証金の回収による収入 1,070 10,438

投資有価証券の取得による支出 △15,820 －

投資有価証券の売却による収入 300 17,805

投資事業組合の清算による収入 － 10,000

貸付けによる支出 △492,200 △203,520

貸付金の回収による収入 59,885 107,456

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 △660,495 △82,017

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 △212 △91

財務活動によるキャッシュ・フロー △212 △91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △732,913 106,687

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期末残高 ※1  594,254 ※1  700,942



 該当事項はありません。 

   

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自  平成20年４月１日 
至  平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 
（1）連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 
㈱ラフィネ 
日本レース㈱ 
㈱エレナ 
ネスティー㈱  

（2）非連結子会社の名称等 
㈱ストレリチア 

（連結の範囲から除いた理由） 
  ㈱ストレリチアの株式は一時所有のため非連結子
会社として連結の範囲から除いております。  

１．連結の範囲に関する事項 
（1）連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 
㈱ラフィネ 
日本レース㈱ 
㈱エレナ 
ネスティー㈱  

（2）非連結子会社の名称等 
該当事項はありません。 
なお、㈱ストレリチアの株式は平成21年５月18日
に全株式を譲渡しております。 

２．持分法の適用に関する事項 
（1）持分法を適用する非連結子会社又は関連会社 

該当事項はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 
（1）持分法を適用する関連会社 

 該当事項はありません。 
（2）持分法を適用していない非連結子会社又は関連会社

  ㈱ストレリチアの株式は一時所有のため持分法を
適用しない非連結子会社としております。  

（2）持分法を適用していない関連会社 
 該当事項はありません。  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 
  すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算
日と一致しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 
同左 

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 
決算期末日の市場価格等に基づく時価法 
（評価差額は、全部純資産直入法により処理
し、売却原価は、移動平均法により算定） 

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 

同左 

時価のないもの 
移動平均法による原価法 

時価のないもの 
同左 

②たな卸資産 
商品・製品 
総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益
性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定） 

仕掛品 
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

原材料 
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定） 

販売用不動産 
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（会計方針の変更） 
 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、当連結会計年度より
「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計
基準第９号 平成18年７月５日公表分）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。 
 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調
整前当期純損失は、それぞれ8,816千円増加して
おります。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇
所に記載しております。  

②たな卸資産 
商品・製品 

同左 
  
  

仕掛品 
同左 

  
原材料 

同左 
  
  

販売用不動産 
同左 

  
──────  



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（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（リース資産を除く） 

定率法 

  ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く。)については、定額法によ

っております。 

（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（リース資産を除く） 

同左 

主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物 ８～40年 

機械装置及び運搬具 ３～８年 

工具、器具及び備品 ３～20年 

主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物 ３～40年 

機械装置及び運搬具 ３～８年 

工具、器具及び備品 ３～15年 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

  なお、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（リース資産を除く） 

同左 



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（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、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、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 

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。 

②賞与引当金 

同左 

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計上

しておりましたが、対象者全員が子会社に転籍した

ことにより退職金を支払ったため、当連結会計年度

末残高はありません。 

④事務所移転費用引当金 

 事務所移転に伴い、将来発生が見込まれる原状回

復工事費用、その他移転関連費用等について、見積

額を計上しております。  

──────  

  

  

  

  

  

──────  

  

（4）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

①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。 

（4）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

①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。 

 なお、連結子会社のうち㈱エレナは免税事業者で

あります。 

  

②連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

②連結納税制度の適用 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．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。 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



  

  

(7）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

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

──────  

(8）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び

貯蔵品」「販売用不動産」に区分掲記しております。な

お、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及

び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」「販売用不動

産」は、それぞれ29,814千円、6,552千円、16,561千円、

594,644千円であります。  

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「前渡金」

（当連結会計年度は2,066千円）は、重要性が乏しくなっ

たため、流動資産の「その他」に含めて表示することにい

たしました。 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未払消費

税等」（当連結会計年度は5,540千円）は、重要性があり

ませんので、流動負債の「その他」に含めて表示すること

にいたしました。 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「販売用不動産賃貸料」は、重要性が増

したため区分掲記いたしました。なお、前連結会計年度の

「販売用不動産賃貸料」は342千円であります。 

 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「廃棄損」は、重要性が増したため区分

掲記いたしました。なお、前連結会計年度の「廃棄損」は

155千円であります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「損害賠償金」は

当連結会計年度において重要性が乏しいため、「その他の

負債の増減額（△は減少）」に含めて表示しております。

 なお、当連結会計年度の「その他の負債の増減額（△は

減少）」に含まれている「損害賠償金」は975千円であり

ます。 

（連結貸借対照表）  

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「破産更生

債権等」（当連結会計年度は1,820千円）は、重要性が乏

しくなったため、投資その他の資産の「その他」に含めて

表示することにいたしました。 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

──────  

  

  

  

  

  

  

  

  

──────  

  



  

(9)連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１．有形固定資産から直接控除した減価償却累計額は

308,666千円であります。 

※１．有形固定資産から直接控除した減価償却累計額は

千円であります。 342,727

※２．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律（平成11年３月31日公布法律第24

号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評

価差額から再評価に係る繰延税金負債を控除した金

額を土地再評価差額金として純資産の部に計上して

おります。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固

定資産税評価額に、合理的な調整を行って算定す

る方法。 

再評価を行った年月日    平成11年３月31日 

再評価を行った土地の連結会計年度末における時価

と再評価後の帳簿価額との差額  △76,486千円 

※２．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律（平成11年３月31日公布法律第24

号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評

価差額から再評価に係る繰延税金負債を控除した金

額を土地再評価差額金として純資産の部に計上して

おります。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固

定資産税評価額に、合理的な調整を行って算定す

る方法。 

再評価を行った年月日    平成11年３月31日 

再評価を行った土地の連結会計年度末における時価

と再評価後の帳簿価額との差額  千円 △79,111

※３．建物及び構築物のうち、遊休資産が14,995千円含ま

れております。 

※３．建物及び構築物のうち、遊休資産が 千円含ま

れております。 

13,226

※４．土地のうち、遊休資産が137,368千円含まれており

ます。  

※４．土地のうち、遊休資産が 千円含まれており

ます。  

135,878

※５．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

 ５．       ──────  

投資有価証券（株式） 千円5,100   



  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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

は次のとおりであります。 

１．給料手当 111,104千円

２．役員報酬  54,200

３．諸会費・手数料  79,346

４．厚生費  33,893

５．退職給付引当金繰入額  4,287

６．賞与引当金繰入額  2,950

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

１．給料手当 千円97,962

２．役員報酬  44,912

３．諸会費・手数料  68,390

４．厚生費  26,257

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  該当事項はありません。 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 同左 

※３．使用不能となった建物及び構築物、工具、器具及び

備品を除却したものであります。 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりです。 

   建物及び構築物          5,456千円 

   機械装置及び運搬具           15 

   工具、器具及び備品          443 

    計               5,915 

※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．本社機能を京都市から東京都世田谷区に移転した際

に発生した費用であります。 

 ６．       ────── ※６．投資事業組合の解散による清算損失であります。 

※７．減損損失 

    当連結会計年度において、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。 

   ①場所：滋賀県守山市水保町 

    用途：遊休資産 

    種類：土地 

    金額：1,480千円  

   ②場所：滋賀県東浅井郡湖北町 

    用途：遊休資産  

    種類：土地 

    金額：13,730千円 

   ③場所：滋賀県守山市小浜町 

    用途：事業用資産 

    種類：土地 

    金額：9,370千円 

   ④場所：東京都中央区日本橋堀留町 

    用途：事業用資産 

    種類：ソフトウェア 

    金額：2,773千円 

        当社事業グループは、事業用資産については事業

の種類別セグメントによるグルーピングを行い、遊

休資産については個別資産ごとにグルーピングを行

っております。  

    繊維事業及び雑貨販売事業における予想しえない

市況の変化に伴う業況の低下により同事業部におけ

る資産グループの帳簿価額及び遊休資産のうち時価

が著しく下落した資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失27,353千

円として特別損失に計上したものであります。 

    なお、回収可能価額は鑑定評価額をもとにした正

味売却価額により測定しております。 

※７．減損損失 

    当連結会計年度において、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。 

   場所：滋賀県東浅井郡湖北町 

   用途：遊休資産  

   種類：土地 

   金額： 千円 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        当社事業グループは、事業用資産については事業

の種類別セグメントによるグルーピングを行い、遊

休資産については個別資産ごとにグルーピングを行

っております。  

    遊休資産のうち時価が著しく下落した資産グルー

プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失 千円として特別損失に計上した

ものであります。 

    なお、回収可能価額は鑑定評価額をもとにした正

味売却価額により測定しております。 

1,490

1,490

※８． 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が不動産事業売

上原価に含まれております。 

     8,816千円  

※８． 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が不動産事業売

上原価に含まれております。 

     千円  1,286



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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 

 （注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

２．新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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 

 （注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

２．新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  71,177,466  －  －  71,177,466

合計  71,177,466  －  －  71,177,466

自己株式         

普通株式 (注)  23,863  4,537  －  28,400

合計  23,863  4,537  －  28,400

  
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  71,177,466  －  －  71,177,466

合計  71,177,466  －  －  71,177,466

自己株式         

普通株式 (注)  28,400  1,895  －  30,295

合計  28,400  1,895  －  30,295



  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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、当連結会計年度において、「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 

（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．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（211,652千円）の主なものは、当社本社の

管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,137,832千円）の主なものは、当社での管理部門に係る

資産であります。 

５．会計方針の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（1）②に記載のとおり、当連結会計年度より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「不動産事業」で8,816千円減少しておりま

す。  

６．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．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 

現金及び預金勘定 594,254千円

現金及び現金同等物  594,254

※１．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 

現金及び預金勘定 千円700,942

現金及び現金同等物  700,942

（セグメント情報）

ａ．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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上

高 
 201,759  342,612  560,092  166,425  1,270,889  －  1,270,889

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
      －  －  －  －  －  －  －

計  201,759  342,612  560,092  166,425  1,270,889  －  1,270,889

営業費用  222,982  381,017  318,078  178,737  1,100,816  211,652  1,312,468

営業利益（又は営業損

失） 
 (21,223)  (38,405)  242,013  (12,312)  170,073  (211,652)  (41,579)

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
              

資産  202,413  242,283  1,731,453  10,535  2,186,686  1,137,832  3,324,518

減価償却費  1,850  23,366  4,288  3,037  32,543  3,338  35,881

減損損失  9,370  －  －  2,773  12,143  15,210  27,353

資本的支出  111  2,803  217,187  －  220,103  9,520  229,623



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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．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（175,751千円）の主なものは、当社本社の

管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,337,323千円）の主なものは、当社での管理部門に係る

資産であります。 

５．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平

成22年３月31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。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平

成22年３月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上

高 
 132,855  350,829  326,865  2,937  813,487  －  813,487

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
      －  －  －  －  －  －  －

計  132,855  350,829  326,865  2,937  813,487  －  813,487

営業費用  160,087  371,948  128,116  16,829  676,981  175,751  852,733

営業利益（又は営業損

失） 
 (27,231)  (21,119)  198,748  (13,891)  136,505  (175,751)  (39,246)

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
              

資産  119,540  214,220  1,651,470  12,109  1,997,341  1,337,323  3,334,664

減価償却費  2,517  17,460  10,268  969  31,216  10,350  41,566

減損損失  －  －  －  －  －  1,490  1,490

資本的支出  1,618  2,273  3,473  －  7,365  13,300  20,666

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



（注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり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。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 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。   

１株当たり純資産額 42円26銭

１株当たり当期純損失金額 3円35銭

 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円 銭42 57

１株当たり当期純利益金額 円 銭0 30

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  △238,616  21,627

普通株主に帰属しない金額  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  △238,616  21,627

期中平均株式数（株）  71,151,702  71,148,222



  

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 連結子会社の合併  

 当社の連結子会社である日本レース株式会社と株式会社ラフィネは、平成22年４月１日付にて、日本レース株式会社

を存続会社として合併いたしました。 

１．対象となった結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称なら

びに取引の目的を含む取引の概要 

（1）対象となった結合当事企業の名称及びその事業の内容 

  結合当事企業の名称 

   当社の連結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 

  事業の内容 

   日本レース株式会社 刺繍レースの企画・販売 

   株式会社ラフィネ  化粧品、医薬部外品の製造・販売 

（2）企業結合日  

   平成22年４月１日  

（3）企業結合の法的形式 

 日本レース株式会社（当社の連結子会社）を吸収合併存続会社、株式会社ラフィネ（当社の連結子会社）を吸収合併

消滅会社とする吸収合併 

（4）結合後企業の名称 

   日本レース株式会社 

（5）取引の目的を含む取引の概要  

 平成21年10月28日に業務の効率化と経費削減のため当社の繊維事業部及び化粧品事業部の業務を当社の連結子会社で

ある日本レース株式会社と株式会社ラフィネに承継させ、迅速な意思決定により業務の効率化を図り、製販一体となっ

て価格競争に対抗し、両社が各々独自性を発揮して当社グループを発展させることを期待いたしておりましたが、両社

の事業から判断して事業拠点を関西地区において３事業所を構える管理コストに無駄があるため、より一層の効率化と

経費削減を追求し、事業の発展性を向上させるため両社を合併し徹底的にコスト圧縮に努めることにいたしました。 

 両社の経営資源を集約・統合し、より一層の管理コストの削減を狙いとして、当社グループの経営の効率化を図るた

め、連結子会社の再編を行うものであります。  

２．実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日公表分 企業会計基準第21号）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年11月15日公表分 企業会計基準適

用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行います。 

  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプ

ション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大

きくないと考えられるため、開示を省略しております。  

  

（重要な後発事象）

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 536,690 636,627

受取手形 51,368 4,665

売掛金 80,547 2,116

製品 46,309 －

貯蔵品 437 119

販売用不動産 418,758 360,165

関係会社短期貸付金 511,060 549,000

前渡金 2,066 2,043

前払費用 3,656 2,892

その他 8,988 46,901

貸倒引当金 △22,151 －

流動資産合計 1,637,732 1,604,532

固定資産   

有形固定資産   

建物 336,437 349,200

減価償却累計額 △182,870 △201,806

建物（純額） 153,567 147,393

構築物 23,754 23,754

減価償却累計額 △22,800 △23,030

構築物（純額） 954 723

機械及び装置 59,972 59,972

減価償却累計額 △34,159 △42,254

機械及び装置（純額） 25,812 17,717

車両運搬具 2,231 1,633

減価償却累計額 △1,738 △1,349

車両運搬具（純額） 493 283

工具、器具及び備品 18,596 17,661

減価償却累計額 △15,883 △15,249

工具、器具及び備品（純額） 2,712 2,411

土地 1,222,554 1,221,064

有形固定資産合計 1,406,094 1,389,594

無形固定資産   

借地権 129,024 129,024

電話加入権 1,776 1,776

ソフトウエア 965 581

無形固定資産合計 131,765 131,381

投資その他の資産   

投資有価証券 867 850

関係会社株式 82,384 167,284

出資金 30 30

関係会社長期貸付金 52,250 21,250

破産更生債権等 59,353 57,404

長期前払費用 12 12

その他 12,809 1,925

貸倒引当金 △59,936 △57,404

投資その他の資産合計 147,771 191,351

固定資産合計 1,685,632 1,712,328

資産合計 3,323,364 3,316,860



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 44,068 2,000

未払金 10,745 3,128

未払費用 364 2,112

未払法人税等 9,289 6,383

前受金 15,681 15,141

賞与引当金 1,904 －

事務所移転費用引当金 1,500 －

その他 1,718 8,118

流動負債合計 85,273 36,884

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 54,489 53,885

長期預り金 131,999 139,685

その他 － 10,000

固定負債合計 186,488 203,571

負債合計 271,761 240,455

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,224,825 3,224,825

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △251,358 △225,578

利益剰余金合計 △251,358 △225,578

自己株式 △1,917 △2,008

株主資本合計 2,971,550 2,997,238

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 80,052 79,165

評価・換算差額等合計 80,052 79,165

純資産合計 3,051,602 3,076,404

負債純資産合計 3,323,364 3,316,860



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 508,656 183,241

不動産事業収益 560,092 326,865

売上高合計 1,068,748 510,107

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 26,490 46,309

当期製品仕入高 480,944 166,516

合計 507,435 212,825

製品他勘定振替高 8,374 36,459

製品期末たな卸高 46,309 －

不動産事業売上原価 309,622 120,132

売上原価合計 762,374 296,498

売上総利益 306,374 213,608

販売費及び一般管理費   

役員報酬 47,180 35,692

給料 65,416 39,905

退職給付引当金繰入額 2,853 －

賞与引当金繰入額 3,637 －

賃借料 17,078 12,124

諸会費・手数料 64,248 57,573

厚生費 21,186 12,577

貸倒引当金繰入額 8,018 519

減価償却費 4,292 12,279

その他 72,320 41,746

販売費及び一般管理費合計 306,233 212,417

営業利益 141 1,190

営業外収益   

受取利息 1,546 251

貸付金利息 12,934 13,978

受取配当金 110 30

固定資産賃貸料 14,192 7,200

受取手数料 3,840 4,080

販売用不動産賃貸料 3,448 2,085

その他 1,546 3,918

営業外収益合計 37,619 31,544



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外費用   

貸付資産関連費 20,127 11,644

貸倒引当金繰入額 11,804 －

減価償却費 － 1,768

その他 157 558

営業外費用合計 32,090 13,970

経常利益 5,670 18,764

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 15,742

賞与引当金戻入額 － 2,170

投資有価証券売却益 294 4

特別利益合計 294 17,917

特別損失   

固定資産除却損 19 5,791

関係会社株式評価損 47,935 －

販売用不動産評価損 163,160 －

減損損失 24,580 1,490

退職給付費用 7,154 －

事務所移転費用引当金繰入額 1,500 －

事務所移転費用 － 3,067

特別損失合計 244,349 10,348

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △238,384 26,333

法人税、住民税及び事業税 3,095 2,643

個別帰属法人税額 2,631 △599

法人税等調整額 △9,954 △603

法人税等合計 △4,228 1,439

当期純利益又は当期純損失（△） △234,156 24,893



  

(3）不動産事業原価明細書

  
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 販売用不動産売上原価         

当期仕入高  93,646    10,178   

期首販売用不動産たな卸高  594,644    418,758   

期末販売用不動産たな卸高  418,758    360,165   

販売用不動産売上原価  269,532  87.1  68,771  57.2

Ⅱ 駐車場管理費用  21,559  7.0  21,320  17.7

Ⅲ 不動産賃貸料原価  14,424  4.7  26,376  22.0

Ⅳ その他経費  4,105  1.3  3,663  3.0

不動産事業原価  309,622  100.0  120,132  100.0



（４）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,224,825 3,224,825

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,224,825 3,224,825

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,147,600 －

当期変動額   

欠損てん補による資本準備金の取崩額 △1,147,600 －

当期変動額合計 △1,147,600 －

当期末残高 － －

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,179,427 △251,358

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △234,156 24,893

土地再評価差額金の取崩 14,625 886

欠損てん補による資本準備金の取崩
額

1,147,600 －

当期変動額合計 928,068 25,779

当期末残高 △251,358 △225,578

自己株式   

前期末残高 △1,704 △1,917

当期変動額   

自己株式の取得 △212 △91

当期変動額合計 △212 △91

当期末残高 △1,917 △2,008

株主資本合計   

前期末残高 3,191,294 2,971,550

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △234,156 24,893

自己株式の取得 △212 △91

土地再評価差額金の取崩 14,625 886

欠損てん補による資本準備金の取崩額 － －

当期変動額合計 △219,743 25,688

当期末残高 2,971,550 2,997,238



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

土地再評価差額金   

前期末残高 94,677 80,052

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △14,625 △886

当期変動額合計 △14,625 △886

当期末残高 80,052 79,165

純資産合計   

前期末残高 3,285,971 3,051,602

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △234,156 24,893

自己株式の取得 △212 △91

土地再評価差額金の取崩 － －

欠損てん補による資本準備金の取崩額 － －

当期変動額合計 △234,368 24,801

当期末残高 3,051,602 3,076,404



 該当事項はありません。 

   

(5）継続企業の前提に関する注記



（１）新任取締役候補  

      取締役 菅原 勲（現 管理部長） 

（２）退任予定取締役 

      取締役 國松 保弘（現 取締役） 

（３）新任監査役候補  

      監査役（社外監査役・非常勤） 小林 明隆（現 一番町国際法律特許事務所 弁護士）  

（４）退任予定監査役 

      監査役（社外監査役・非常勤） 髙橋 幸雄 

 以 上

  

６．役員の異動（平成22年6月29日付予定）
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