
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 エコナックホールディングス株式会社 上場取引所 東 
コード番号 3521 URL http://www.econach.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 奥村英夫
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 菅原 勲 TEL 03-5712-2311
四半期報告書提出予定日 平成23年2月10日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 706 31.1 27 ― 73 ― 59 ―
22年3月期第3四半期 538 △48.7 △52 ― △9 ― 4 ―

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3四半期 0.84 ―
22年3月期第3四半期 0.06 ―

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3四半期 4,112 3,326 75.1 43.40
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3四半期  3,087百万円 22年3月期  3,028百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 936 15.1 1 ― 38 173.7 24 11.0 0.34
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(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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す。なお、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
に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しています。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、添付資料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 ―社 （社名 ― ）

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） 23年3月期3Q 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3Q  30,682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3Q 71,147,129株 22年3月期3Q  71,148,391株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基調にあったものの、円高や高水準の失業率

が続いており足踏み状態となりました。 

 このような状況の下、不動産事業では、第１四半期連結会計期間及び第２四半期連結会計期間において販売用不動

産を売却することができたこと及び東京都港区の西麻布ビル及び世田谷区代沢のビル等の安定した賃料収入を確保す

ることができたことなどにより、売上高は３億１千７百万円（前年同四半期比66.1％増）、営業利益は１億３千８百

万円（前年同四半期比3.2％減）となりました。 

 繊維事業では、第２四半期連結累計期間に引き続き刺繍レースの受注が伸び悩み、売上高は３千５百万円（前年同

四半期比59.2％減）となり、コスト削減に努めた結果、営業損失は９百万円（前年同四半期営業損失２千３百万円）

となりました。 

 化粧品事業では、第３四半期連結会計期間においてＯＥＭの受注が増えたため第２四半期連結累計期間に比べて改

善し、売上高は２億４千８百万円（前年同四半期比3.2％減）、営業損失は２百万円（前年同四半期営業損失２千２

百万円）となりました。 

 また、平成22年10月１日付で伊豆スカイラインカントリー株式会社の株式を52.87％取得して同社を連結子会社化

し、第３四半期連結会計期間より新たにゴルフ場事業を開始しました。当事業の第３四半期連結会計期間の売上高は

１億４百万円、営業利益は１千６百万円となり、当社グループの売上及び利益に大きく貢献いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は７億６百万円（前年同四半期比31.1％増）、営業利益は２千７

百万円（前年同四半期営業損失５千２百万円）、経常利益は７千３百万円（前年同四半期経常損失９百万円）、四半

期純利益は５千９百万円（前年同四半期純利益４百万円）となり、当第２四半期連結累計期間に引き続き、すべてに

おいて黒字化を達成することができました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、伊豆スカイラインカントリー株式会社子会社化に伴う有形固定資産の増

加などにより、前連結会計年度末と比較して７億７千７百万円増加し、41億１千２百万円となりました。  

 負債は、金融機関からの借入金及び伊豆スカイラインカントリー株式会社子会社化に伴う長期預り金の増加などに

より、前連結会計年度末と比較して４億８千万円増加し、７億８千６百万円となりました。 

 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２億９千７百万円増加し、33億２千６百万

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15.7ポイント減少し、75.1％となりました。 

  

 キャッシュ・フローの状況は、当第３四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１億７千５百万円増加し、当第３四半期連結累計期間末残高は８億７千６百万円

となりました。 

 当第３四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、１億２千８百万円（前年同四半期は７千３百万円の獲得）となりました。これ

は、売上債権の減少やたな卸資産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２百万円（前年同四半期は１億８百万円の獲得）となりました。これは、連結の

範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出や短期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）  

財務活動の結果獲得した資金は、４千８百万円（前年同四半期の使用額は僅少）となりました。これは、借入れ

による収入など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 

 平成23年３月期の通期連結業績予想につきましては、売上高は概ね予想通りに推移しておりますが、営業利益、

経常利益及び当期純利益は第３四半期連結累計期間末時点で予想を上回る数字で推移しております。しかしなが

ら、伊豆スカイラインカントリー株式会社において天候に大きく影響を受ける等の不確定要素があるため、平成22

年11月８日に公表しました業績予想を修正しておりません。業績予想に修正が生じた場合は、判明次第速やかに情

報開示いたします。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は94千円、経常利益は94千円、税金等調整前四半期純利益

は281千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）  

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３四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。  

  

２．その他の情報



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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 876,344 700,942

受取手形及び売掛金 113,648 138,279

商品及び製品 22,933 23,590

仕掛品 2,950 598

原材料及び貯蔵品 39,459 23,004

販売用不動産 298,710 360,165

短期貸付金 317,524 528,378

その他 12,844 15,257

貸倒引当金 △6,496 △16,239

流動資産合計 1,677,918 1,773,977

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 308,079 157,004

機械装置及び運搬具（純額） 33,283 28,485

工具、器具及び備品（純額） 11,895 7,267

コース勘定 362,224 －

土地 1,557,184 1,221,064

有形固定資産合計 2,272,668 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 120 1,848

のれん 22,235 －

無形固定資産合計 153,466 132,959

投資その他の資産   

投資有価証券 600 850

その他 15,468 14,876

貸倒引当金 △7,469 △1,820

投資その他の資産合計 8,599 13,906

固定資産合計 2,434,734 1,560,687

資産合計 4,112,652 3,334,664



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 23,266 46,559

短期借入金 50,000 －

1年内返済予定の長期借入金 5,004 －

未払法人税等 7,164 7,837

未払金 17,129 13,407

その他 45,755 34,794

流動負債合計 148,319 102,599

固定負債   

長期借入金 41,243 －

再評価に係る繰延税金負債 53,545 53,885

長期預り金 507,806 139,685

資産除去債務 2,650 －

その他 33,033 10,000

固定負債合計 638,279 203,571

負債合計 786,599 306,170

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,224,825 3,224,825

利益剰余金 △213,525 △273,489

自己株式 △2,022 △2,008

株主資本合計 3,009,278 2,949,328

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 78,665 79,165

評価・換算差額等合計 78,665 79,165

少数株主持分 238,109 －

純資産合計 3,326,052 3,028,493

負債純資産合計 4,112,652 3,334,664



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 538,762 706,434

売上原価 317,065 451,399

売上総利益 221,697 255,034

販売費及び一般管理費 273,781 227,627

営業利益又は営業損失（△） △52,083 27,407

営業外収益   

受取利息 116 132

貸付金利息 42,268 40,513

受取配当金 37 10

仕入割引 638 814

有償見本 3,349 6,223

販売用不動産賃貸料 1,840 －

その他 3,321 5,202

営業外収益合計 51,572 52,896

営業外費用   

支払利息 － 155

減価償却費 － 1,275

有償見本費用 2,930 5,086

廃棄損 2,102 148

投資事業組合損失 3,529 －

その他 37 400

営業外費用合計 8,600 7,065

経常利益又は経常損失（△） △9,111 73,238

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 10,663 3,133

特別利益合計 38,143 3,133

特別損失   

前期損益修正損 － 831

投資有価証券評価損 － 1,297

投資有価証券売却損 12,730 22

損害賠償金 435 －

事務所移転費用 3,067 700

固定資産除却損 5,915 1,898

減損損失 － 840

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 186

特別損失合計 22,148 5,776

税金等調整前四半期純利益 6,882 70,596

法人税、住民税及び事業税 2,782 4,130

法人税等調整額 91 △340

法人税等合計 2,873 3,789

少数株主損益調整前四半期純利益 － 66,806

少数株主利益 － 7,342

四半期純利益 4,009 59,463



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31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 6,882 70,596

減価償却費 29,999 30,242

のれん償却額 － 1,170

減損損失 － 840

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,365 △11,918

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,950 －

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 △42,422 △40,656

長期前払費用償却額 3,718 3,718

投資事業組合損失 3,529 －

有形固定資産除却損 5,915 618

無形固定資産除却損 － 1,279

投資有価証券売却損益（△は益） 12,730 22

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,297

売上債権の増減額（△は増加） 63,032 35,993

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,516 48,936

仕入債務の増減額（△は減少） △25,650 △25,310

未払消費税等の増減額（△は減少） △712 △5,816

長期預り金の増減額（△は減少） 7,143 △5,859

その他の資産の増減額（△は増加） 744 1,853

その他の負債の増減額（△は減少） △27,000 △19,529

小計 36,610 87,479

利息及び配当金の受取額 42,391 41,242

法人税等の支払額 △6,374 △474

法人税等の還付額 1,052 443

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,680 128,690

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 △20,267 △3,243

無形固定資産の取得による支出 △90 －

投資有価証券の売却による収入 17,783 430

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △213,616

貸付けによる支出 － △32,485

貸付金の回収による収入 104,543 245,207

差入保証金の差入による支出 △1,275 △300

差入保証金の回収による収入 9,895 1,970

出資金の払込による支出 － △30

その他 △2,566 30

投資活動によるキャッシュ・フロー 108,024 △2,036

財務活動によるキャッシュ・フロー   

借入れによる収入 － 50,000

借入金の返済による支出 － △1,251

自己株式の取得による支出 △65 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △65 48,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 181,638 175,401

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 775,893 876,344



  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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12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．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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12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。 

  

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）  

 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」、「化粧品事業」及び「ゴルフ場事業」の４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」は日本レース株式会社繊維部門が刺繍レースを中心に企画し、仕入れて販売しております。「化粧品事業」

は日本レース株式会社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。「ゴルフ場事業」は伊豆スカイラ

インカントリー株式会社がゴルフ場を経営しております。 

  

（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 
 88,178  256,599  191,130  2,853  538,762  －  538,762

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  88,178  256,599  191,130  2,853  538,762  －  538,762

営業利益（又は営業損

失） 
 (23,041)  (22,376)  143,503  (10,902)  87,184  (139,268)  (52,083)



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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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）  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（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．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

 当社は、従来、「不動産」、「繊維」及び「化粧品」の３つを報告セグメントとしておりましたが、当第３四半期連結

会計期間より、上記に「ゴルフ場」を加えて４つに変更しております。 

 この変更は、当社グループが平成22年10月１日より伊豆スカイラインカントリー株式会社を子会社化し、ゴルフ場事業

に進出したことによるものであります。 

  

５．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 

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

 当第３四半期連結会計期間において伊豆スカイラインカントリー株式会社の株式を取得し、当社の子会社となったた

め、「ゴルフ場」セグメントにおいてのれんが発生しております。なお、当該事象によるのれんの発生額は、当第３四半

期連結会計期間において23,405千円であります。  

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「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）  

ゴルフ場 

（千円）  

合計 

（千円）  

売上高           

外部顧客への売上高   317,391   35,969 248,481   104,592   706,434

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
  －   －   40   －   40

計   317,391   35,969   248,521   104,592   706,474

セグメント利益又は損失（△）   138,903   △9,355   △2,228   16,598   143,918

利益 金額（千円） 

報告セグメント計   143,918

のれんの償却額   △1,170

全社費用（注）   △115,340

四半期連結損益計算書の営業利益   27,407

（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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