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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  207  16.7  △6  －  9  －  6  －

22年３月期第１四半期  177  △66.4  △21  －  △6  －  △26  －

  
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 

23年３月期第１四半期  0  09  －      

22年３月期第１四半期  △0  37  －      

  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 

23年３月期第１四半期  3,308  3,035  91.7  42  66

22年３月期  3,334  3,028  90.8  42  57

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 3,035百万円 22年３月期 3,028百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        －      －      0 00  0  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  －      －      0 00  0  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 有・無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  380  5.6  5  －  25  －  25  －  0  35

通期  820  0.8  10  －  50  260.2  50  131.2  0  70

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有・無
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４．その他（詳細は、添付資料２～３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

      新規      － 社  （社名）－ 、 除外      １社  （社名）株式会社ラフィネ 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期レビュー報告書を受領しております。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前

提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期の連結業

績等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」をご覧ください。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有 ・無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更： 有 ・無

② ①以外の変更       ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 71,177,466株 22年３月期 71,177,466株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 30,295株 22年３月期 30,295株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 71,147,171株 22年３月期１Ｑ 71,149,023株
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（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けるわが国経済は、新興国の成長に支えられ回復傾向にあるものの、欧州を中心と

する金融不安が為替相場や株式市場に影響し、依然として先行きの不透明な状況が続いています。  

 このような状況の下、不動産事業では、テナントビルの安定した賃料収入を確保するとともに販売用不動産を売却

することができ、売上高は１億２千７百万円（前年同四半期比106.4％増）、営業利益は４千６百万円（前年同四半

期比0.4％減）となりました。 

 繊維事業では、刺繍レースの受注が伸び悩み、売上高は１千３百万円（前年同四半期比52.4％減）、営業損失は４

百万円（前年同四半期営業損失６百万円）となりました。 

 化粧品事業では、ＯＥＭの受注が減少した結果、売上高は６千６百万円（前年同四半期比21.4％減）、営業損失は

４百万円（前年同四半期営業損失８百万円）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２億７百万円（前年同四半期比16.7％増）、営業損失は６百万

円（前年同四半期営業損失２千１百万円）、経常利益は９百万円（前年同四半期経常損失６百万円）、四半期純利益

は６百万円（前年同四半期純損失２千６百万円）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、受取手形及び売掛金の減少などにより、前連結会計年度末と比較して２

千６百万円減少し、33億８百万円となりました。  

 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３千２百万円減少し、２億７千３百万円となりま

した。 

 純資産は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末と比較して６百万円増加し、30億３千５百万円となり

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、２千６百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末残高は７億２千７百万円と

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） 

  営業活動の結果獲得した資金は、２千４百万円（前年同四半期は２千万円の獲得）となりました。これは、主に売

上債権の減少や利息及び配当金の受取り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、２百万円（前年同四半期は５百万円の獲得）となりました。これは、主に貸付金

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） 

  財務活動の結果資金の増減はありませんでした（前年同四半期は0.02百万円の使用）。 

  

（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、平成22年５月14日に公表いたしました業績予想に修正はありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 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。これにより、当第１四半期連結会計期間から、株式会社ラフィネを連結の

範囲から除外しております。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

①資産除去債務に関する会計基準の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



 これにより、営業損失は31千円増加し、経常利益は31千円、税金等調整前四半期純利益は218千円減少しており

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は2,605千円であります。 

  

②企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日公表分）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」（企業会計基準適用指針第10号 

平成20年12月26日）を適用しております。 

  

（表示方法の変更）  

①四半期連結貸借対照表 

 前第１四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました投資その他の資産の「破産更生債権等」は重要

性が乏しくなったため、当第１四半期連結会計期間より「その他」に含めて表示しております。なお、当第１四

半期連結会計期間の「破産更生債権等」は、 千円であります。 

  

②四半期連結損益計算書 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。  

  

1,820



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 727,742 700,942

受取手形及び売掛金 92,453 138,279

商品及び製品 20,801 23,590

仕掛品 4,072 598

原材料及び貯蔵品 24,829 23,004

販売用不動産 361,549 360,165

短期貸付金 525,491 528,378

その他 12,531 15,257

貸倒引当金 △16,086 △16,239

流動資産合計 1,753,384 1,773,977

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 155,125 157,004

機械装置及び運搬具（純額） 26,284 28,485

工具、器具及び備品（純額） 6,653 7,267

土地 1,221,064 1,221,064

有形固定資産合計 1,409,128 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 1,633 1,848

無形固定資産合計 132,744 132,959

投資その他の資産   

投資有価証券 1,052 850

その他 13,939 14,876

貸倒引当金 △1,820 △1,820

投資その他の資産合計 13,171 13,906

固定資産合計 1,555,044 1,560,687

資産合計 3,308,429 3,334,664



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 19,663 46,559

未払法人税等 2,288 7,837

未払金 12,656 13,407

その他 31,943 34,794

流動負債合計 66,551 102,599

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 53,885 53,885

長期預り金 140,166 139,685

資産除去債務 2,620 －

その他 10,000 10,000

固定負債合計 206,672 203,571

負債合計 273,224 306,170

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,224,825 3,224,825

利益剰余金 △266,777 △273,489

自己株式 △2,008 △2,008

株主資本合計 2,956,039 2,949,328

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 79,165 79,165

評価・換算差額等合計 79,165 79,165

純資産合計 3,035,205 3,028,493

負債純資産合計 3,308,429 3,334,664



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 177,602 207,185

売上原価 103,785 136,478

売上総利益 73,816 70,707

販売費及び一般管理費 95,118 77,066

営業損失（△） △21,301 △6,358

営業外収益   

受取利息 0 0

貸付金利息 16,026 14,267

受取配当金 7 10

仕入割引 198 222

有償見本 270 894

販売用不動産賃貸料 720 －

その他 285 1,537

営業外収益合計 17,508 16,933

営業外費用   

有償見本費用 201 589

投資事業組合損失 2,969 －

減価償却費 － 424

その他 11 89

営業外費用合計 3,182 1,104

経常利益又は経常損失（△） △6,975 9,470

特別利益   

貸倒引当金戻入額 989 152

特別利益合計 989 152

特別損失   

前期損益修正損 － 831

固定資産除却損 2,719 －

損害賠償金 243 －

投資有価証券評価損 － 1,297

投資有価証券売却損 12,730 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 186

その他 3,067 －

特別損失合計 18,760 2,315

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（△）

△24,746 7,308

法人税、住民税及び事業税 1,510 596

法人税等調整額 91 －

法人税等合計 1,601 596

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,711

四半期純利益又は四半期純損失（△） △26,347 6,711



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

△24,746 7,308

減価償却費 7,729 7,426

貸倒引当金の増減額（△は減少） △778 △152

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,007 －

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 △16,034 △14,278

長期前払費用償却額 1,239 1,180

投資事業組合損失 2,969 －

有形固定資産除却損 2,719 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,297

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） 37,619 45,825

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,574 △3,893

仕入債務の増減額（△は減少） △25,745 △26,896

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,611 △6,234

長期預り金の増減額（△は減少） 2,863 480

その他の資産の増減額（△は増加） △4,926 △690

その他の負債の増減額（△は減少） 4,421 △421

小計 7,873 10,949

利息及び配当金の受取額 16,029 13,763

法人税等の支払額 △3,553 △470

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,349 24,242

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 △19,922 －

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 △847 △300

投資有価証券の売却による収入 17,783 －

貸付けによる支出 － △32,485

貸付金の回収による収入 11,313 35,371

出資金の払込による支出 － △30

その他 △2,547 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,689 2,556

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 △29 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △29 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26,010 26,799

現金及び現金同等物の期首残高 594,254 700,942

現金及び現金同等物の四半期末残高 620,264 727,742



該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】  

前第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、消費税等は含まれておりません。 

【所在地別セグメント情報】 

前第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。 

  

【海外売上高】  

前第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。  

  

【セグメント情報】  

   １．報告セグメントの概要  

  当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は事業持株会社であり、当社主導のもと、グループ全体の経営の効率化を図るとともに、製品・サービス

別の事業部門を置き、各事業部門の権限と責任を明確化することで経営の自由度を高め、独自性を発揮して当社

グループを発展させる体制を目指しております。 

 したがって、当社は事業部門を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「不動産事

業」、「繊維事業」及び「化粧品事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「不動産事業」は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。「繊維事業」は日本レース㈱繊維部門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」は日本レース㈱化粧品部門が化粧品、医薬部外品等を製造し販売しております。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 
 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)



２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）  

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

  

不動産 

（千円）  

繊維 

（千円）  

化粧品 

（千円）  

合計 

（千円）  

売上高         

外部顧客への売上高   127,157   13,927  66,101   207,185

セグメント間の内部売上高又は振替高   －   －   －   －

計   127,157   13,927   66,101   207,185

セグメント利益又は損失（△）   46,337   △4,178   △4,207   37,951

利益 金額（千円） 

報告セグメント計   37,951

全社費用（注）   △44,309

四半期連結損益計算書の営業損失（△）   △6,358

（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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