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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 431 20.0 3 ― 35 ― 28 ―
22年3月期第2四半期 359 ― △46 ― △17 ― △6 ―

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2四半期 0.40 ―
22年3月期第2四半期 △0.10 ―

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2四半期 3,328 3,056 91.8 42.96
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2四半期  3,056百万円 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２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2Q 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2Q  30,325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2Q 71,147,168株 22年3月期2Q  71,148,682株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気の回復傾向が見られたものの、円高の進行などの不

安材料から依然として先行き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、第１四半期連結会

計期間に続き第２四半期連結会計期間においても販売用不動産を売却することができ、売上高は２億５千９百万円

（前年同四半期比103.2％増）、営業利益は９千５百万円（前年同四半期比3.0％増）となりました。 

 繊維事業では、第１四半期連結会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２千万円（前年同四半

期比64.0％減）、営業損失は８百万円（前年同四半期営業損失１千５百万円）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１億５千１百万円（前年同四半期比11.6％減）、営業損

失は５百万円（前年同四半期営業損失１千６百万円）となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は４億３千１百万円（前年同四半期比20.0％増）、営業利益は３

百万円（前年同四半期営業損失４千６百万円）、経常利益は３千５百万円（前年同四半期経常損失１千７百万円）、

四半期純利益は２千８百万円（前年同四半期純損失６百万円）となり、すべてにおいて黒字化を達成することができ

ました。これは、平成12年に中間（第２四半期）連結決算短信の開示を開始して以来初めてのことであります。 

 なお、平成22年10月１日に伊豆スカイラインカントリー株式会社の株式を52.87％取得し同社を子会社化しまし

た。中長期的見通しとしましては、伊豆スカイラインカントリー株式会社において、平成24年３月期（平成23年４月

から平成24年３月）の売上高３億５千万円、経常利益５千万円を見込んでおり、当社グループの売上及び利益に貢献

するものと考えております。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は、販売用不動産並びに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５百万円減少し、33億２千８百万円となりました。  

 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３千４百万円減少し、２億７千１百万円となりま

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２千８百万円増加し、30億５千６百万円と

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1.0ポイント増加し、91.8％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、１億２千万円増加し、当第２四半期連結累計期間末残高は８億２千１百万円と

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、１億１千４百万円（前年同四半期は５千４百万円の獲得）となりました。これ

は、主に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） 

  投資活動の結果獲得した資金は、６百万円（前年同四半期は１億４百万円の獲得）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） 

  財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期同様僅少でありました。  

  

（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日に公表しました業績予想から、平成22年11月８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。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

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



  

（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２四半期連結累計期間の営業利益は63千円、経常利益は63千円、税金等調整前四半期純利益

は250千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２四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。  

  



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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 821,720 700,942

受取手形及び売掛金 81,762 138,279

商品及び製品 24,971 23,590

仕掛品 1,994 598

原材料及び貯蔵品 31,420 23,004

販売用不動産 297,586 360,165

短期貸付金 522,630 528,378

その他 12,836 15,257

貸倒引当金 △8,669 △16,239

流動資産合計 1,786,252 1,773,977

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 150,828 157,004

機械装置及び運搬具（純額） 24,984 28,485

工具、器具及び備品（純額） 5,486 7,267

土地 1,220,224 1,221,064

有形固定資産合計 1,401,524 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 139 1,848

無形固定資産合計 131,250 132,959

投資その他の資産   

投資有価証券 802 850

その他 8,975 14,876

貸倒引当金 △123 △1,820

投資その他の資産合計 9,654 13,906

固定資産合計 1,542,429 1,560,687

資産合計 3,328,682 3,334,664



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 21,035 46,559

未払法人税等 5,712 7,837

未払金 13,120 13,407

その他 26,652 34,794

流動負債合計 66,520 102,599

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 53,545 53,885

長期預り金 139,290 139,685

資産除去債務 2,635 －

その他 10,000 10,000

固定負債合計 205,471 203,571

負債合計 271,991 306,170

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,224,825 3,224,825

利益剰余金 △244,790 △273,489

自己株式 △2,009 △2,008

株主資本合計 2,978,025 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

純資産合計 3,056,691 3,028,493

負債純資産合計 3,328,682 3,334,664



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 359,796 431,584

売上原価 217,810 285,422

売上総利益 141,986 146,162

販売費及び一般管理費 188,000 142,283

営業利益又は営業損失（△） △46,014 3,878

営業外収益   

受取利息 116 132

貸付金利息 29,812 28,458

受取配当金 7 10

仕入割引 425 506

有償見本 1,556 2,086

販売用不動産賃貸料 1,360 －

その他 1,632 2,971

営業外収益合計 34,910 34,165

営業外費用   

減価償却費 － 850

有償見本費用 1,292 1,677

廃棄損 2,096 143

投資事業組合損失 3,221 －

その他 37 204

営業外費用合計 6,648 2,876

経常利益又は経常損失（△） △17,751 35,167

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 7,907 557

特別利益合計 35,387 557

特別損失   

前期損益修正損 － 831

投資有価証券評価損 － 1,297

事務所移転費用 3,067 700

固定資産除却損 5,915 1,830

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

損害賠償金 435 －

投資有価証券売却損 12,730 －

特別損失合計 22,148 5,685

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（△）

△4,512 30,039

法人税、住民税及び事業税 2,183 2,181

法人税等調整額 91 △340

法人税等合計 2,274 1,841

少数株主損益調整前四半期純利益 － 28,198

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,787 28,198



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△4,512 30,039

減価償却費 15,896 14,803

減損損失 － 840

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,297 △9,266

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 △29,935 △28,601

長期前払費用償却額 2,479 2,479

投資事業組合損失 3,221 －

有形固定資産除却損 5,915 551

無形固定資産除却損 － 1,279

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） 59,053 56,516

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,584 51,386

仕入債務の増減額（△は減少） △23,818 △25,523

未払消費税等の増減額（△は減少） △634 △6,479

長期預り金の増減額（△は減少） 4,557 △395

その他の資産の増減額（△は増加） 2,954 2,748

その他の負債の増減額（△は減少） △22,061 △3,593

小計 26,683 88,080

利息及び配当金の受取額 29,910 26,007

法人税等の支払額 △3,553 △470

法人税等の還付額 1,037 443

営業活動によるキャッシュ・フロー 54,077 114,061

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 △950

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 17,783 250

貸付けによる支出 － △32,485

貸付金の回収による収入 102,000 38,232

差入保証金の差入による支出 △1,247 △300

差入保証金の回収による収入 8,895 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 104,508 6,717

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 △65 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △65 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 158,520 120,777

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 752,775 821,720



 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、消費税等は含まれておりません。 

【所在地別セグメント情報】 

前第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。 

  

【海外売上高】  

前第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。  

  

【セグメント情報】  

１．報告セグメントの概要  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30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」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㈱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 
 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)



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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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）  

  当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

  報告セグメントに係る該当事項はありません。なお、当第２四半期連結累計期間において、特別損失に計上し

ております減損損失840千円は、いずれの報告セグメントにも配分されていない遊休資産に係るものでありま

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。  

  

  

 当社は、平成22年10月１日に締結した株式売買契約に基づき、同日をもって伊豆スカイラインカントリー株式会

社の全株式の52.87％を取得し、同社を子会社といたしました。 

１．被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合

後企業の名称、取得した議決権比率及び取得企業を決定するに至った主な根拠 

（1）被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称   伊豆スカイラインカントリー株式会社 

事業の内容      ゴルフ場の運営  

（2）企業結合を行った主な理由 

 当社は、不動産事業部を中心とした事業持株会社でありますが、ゴルフ事業への参入をかねてより検討して

おり、ゴルフ場の経営のみならず保有する不動産の有効活用にも大いなる関心を持っておりました。当社のゴ

ルフ場経営戦略は、ゴルフ場の未利用地・非効率用地をそのゴルフ場や周辺の地域性に適したものへと開発

し、活用して収益拡大へと繋げていくことにあります。 

  

  

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   259,193   20,890  151,501   431,584

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
  －   －   －   －

計   259,193   20,890   151,501   431,584

セグメント利益又は損失（△）   95,922   △8,135   △5,249   82,537

利益 金額（千円） 

報告セグメント計   82,537

全社費用（注）   △78,659

四半期連結損益計算書の営業利益   3,878

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象



 伊豆スカイラインカントリー株式会社が有する伊豆スカイラインカントリー倶楽部は、昭和42年10月にオー

プンした歴史あるゴルフ場であり、富士山を背景にした雄大なコースとして関東方面からの来場者数も多く、

会員の皆様にもご満足いただいております。また、伊豆スカイラインカントリー株式会社は、ゴルフ場の周辺

に広大な未利用地を保有しており、当社にとって事業上の価値が十分に高いゴルフ場であると判断し、当該株

式の取得を決議した次第であります。  

（3）企業結合日 

平成22年10月１日  

（4）企業結合の法的形式 

株式取得  

（5）結合後企業の名称 

伊豆スカイラインカントリー株式会社  

（6）取得した議決権比率 

52.87％  

（7）取得企業を決定するに至った主な根拠 

 当社が、現金及び貸付金を対価として伊豆スカイラインカントリー株式会社の全株式の52.87％を取得したた

めであります。 

２．被取得企業の取得原価及びその内訳  

３．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳  

 現時点では確定しておりません。  

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間  

 現時点では確定しておりません。 

  

  

取得の対価 現金及び貸付金  278,277千円 

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等   4,000千円 

取得原価    282,277千円 
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