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

22年12月期第1四半期 2,134 △39.5 △443 ― △425 ― △779 ―
21年12月期第1四半期 3,528 125.7 △190 ― △158 ― △168 ―

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12月期第1四半期 △583.88 ―
21年12月期第1四半期 △123.57 ―

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12月期第1四半期 11,634 7,798 63.3 5,564.71
21年12月期 12,408 8,688 65.8 6,095.05

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  7,370百万円 21年12月期  8,168百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
第２四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 11,041 △14.8 △152 ― △110 ― △332 ― △248.82
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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） 

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12月期第1四半期 1,441,485株 21年12月期  1,441,485株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  116,964株 21年12月期  101,275株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 1,334,305株 21年12月期第1四半期 1,361,541株
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       当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、いまだ脆弱であるものの景気の踊り場局面を脱し、緩やかな

回復局面に入ったと言われております。しかしながら、企業のコスト削減力は依然大きく、期待可処分所得の減少

傾向は続いており、家計の実質購買力が弱い状況は解消しきれていない、つまり、景気が完全に回復基調に入った

とまではいえない、不安定な状況で推移しております。 

      そのような経済環境のなか、当社グループは、景気変動の影響を受けない企業グループとして、小さくとも知性

を使って、その世界ではＮｏ.１となり光る企業グループを目指しています。当第１四半期連結会計期間も引き続

き、その目標の実現のために、建設コンサルタント事業とファッションブランド事業という２つの中核事業の業績

改善・拡大を図り、当社グループ全体の企業価値向上に取り組んでまいりました。 

       これらの結果、当社グループの第１四半期連結会計期間の売上高は2,134百万円（前年同期比39.5％減）と大幅な

減収となりました。販売費及び一般管理は1,148百万円（前年同期は1,426百万円）と引き続き経費削減を続けてお

りますが、売上高の減少が大きく、営業損失が443百万円（前年同期は190百万円の営業損失）、経常損失が425百万

円（前年同期は158百万円の経常損失）となりました。 

    特別利益につきましては、東京ブラウス株式会社及び株式会社松崎の一部事業縮小に伴い、両社の負ののれんの

定額償却後残額455百万円を一括償却計上しました。一方特別損失には、両社の縮小事業に係るたな卸資産評価損

267百万円及び構造改革費用576百万円を計上した結果、税金等調整前四半期純損失は822百万円（前年同期は156百

万円の税金等調整前四半期純損失）、四半期純損失は779百万円（前年同期は168百万円の四半期純損失）となりま

した。 

  

      当第１四半期連結会計期間におけるセグメント別の取り組みについてご説明します。 

  

    （建設コンサルタント事業） 

     建設コンサルタント事業においては、株式会社アイ・エヌ・エーが、前連結会計年度から引き続き韓国における

営業活動を展開し、また、ＩＴソリューション部門で情報漏洩防止ソフト、ＯｍｎｉＴｒｕｓｔが大型案件を受注

するなど、積極的な営業姿勢を継続しております。しかし、完成基準とはいえ平準化を図っている売上計上ではあ

りますが、どうしても納期が集中する３月および９月に偏る、季節的要因による不規則性は回避できず、第１四半

期連結会計期間での売上高は503百万円（前年同期比66.8％減）となりました。 

    前年同期に比べ大幅減収となっているのは、同社の決算期変更により前記季節変動による売上ピーク時期が第２

四半期連結会計期間にずれたことが大きな要因です。 

  

    （ファッションブランド事業） 

      ファッションブランド事業を行う、東京ブラウス株式会社、株式会社松崎、濱野皮革工藝株式会社の３社です

が、百貨店を中心とした販売展開をしてきた東京ブラウス株式会社、株式会社松崎については、平成22年４月15日

付「子会社の一部事業縮小に関するお知らせ」で開示しましたとおり、大幅な販路建て直しが喫緊の課題である、

つまり、当社グループに参入してからの約１年半のほぼ全期間で営業損失を計上していることから、全国百貨店を

カバーする卸売事業は限界であると判断し、不採算取引先となっている百貨店での販売活動の停止を基本方針とし

て決議しました。 

       かかる取引先からの撤退は、値引処分や返品、在庫商品の販路の減少など、一時的にグループ業績への相応のマ

イナス要因となりますが、内外の景気や百貨店業界の動向を考慮するに、既存路線の継続はそれ以上のマイナス影

響を受けかねないとの見方から同決議に至った次第です。 

       今後は、一部採算のとれている優良取引先を残しながら、将来的にはＢ ｔｏ ＢのビジネスモデルからＢ ｔｏ 

Ｃへのダイレクト・マーケティング・モデルへの転換を模索し、収益性の確保、ひいては当社グループ業績への貢

献、当社グループ全体の企業価値向上に寄与できる事業構造を目指していく所存です。 

       一方、ファッションブランド事業に属するもう一社、濱野皮革工藝株式会社については、民放局のＴＶショッピ

ング、ＱＶＣ、インターネットなどによる販売が比較的堅調に推移しておりますが、個人消費の本格的な回復はま

だ先という厳しい環境下において、必ずしも楽観できる状況ではないものと認識し、引き続き効果的且つ効率的な

営業展開に努めてまいります。 

       これらの結果、当事業の売上高は1,631百万円（前年同期比19.0％減）となりました。  

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
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（1） 資産、負債及び純資産の状況 

   当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円と

なりました。株式会社アイ・エヌ・エーの決算期変更により同社事業の季節変動による売上のピーク時期が第２

四半期連結会計期間にずれたことが主な要因となり、仕掛品が 百万円増加している一方で、受取手形及び売掛

金は 百万円減少しております。また、ファッションブランド事業の一部縮小に伴うたな卸資産の評価切下げに

などにより商品及び製品は 百万円減少し、その他では有価証券が 百万円減少しております。 

   負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に、フ

ァッションブランド事業の縮小事業に係る、構造改革費用引当金の増加 百万円及び負ののれんの減少 百万

円によるものであります。 

   純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。純資産の主な減少要因

は四半期純損失に伴う利益剰余金 百万円の減少であります。 

    

（2）キャッシュ・フローの状況 

 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、営業活動により648百

万円の減少、投資活動により44百万円の増加、財務活動により168百万円増加した結果、前連結会計年度末と比べ

429百万円減少し、1,973百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間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） 

  営業活動の結果使用した資金は648百万円となりました。主な資金の減少要因は、税金等調整前四半期純損失

822百万円に加え、負ののれん一括償却額455百万円及びたな卸資産の増加339百万円でありますが、たな卸資産の

増加は仕掛品の増加374百万円が主な要因であります。一方主な資金の増加要因は、売上債権の減少389百万円及

び構造改革費用引当金の増加576百万円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） 

 投資活動の結果得られた資金は44百万円となりました。これは、投資有価証券の売却による収入33百万円があ

ったことが主な要因であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果得られた資金は168百万円となりました。これは、短期借入金の純増額200百万円、自己株式取

得による支出20百万円が主な要因であります。 

  

  

  

  平成22年12月期の業績予想につきましては、本日付けで発表しておりますように以下のとおりと致しました。 

  なお、実際の業績等は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 （平成22年12月期通期連結業績予想） 

  売上高    11,041百万円    

  営業損失     152百万円 

  経常損失     110百万円 

  当期純損失    332百万円 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

773 11,634

374

389

299 299

116 3,836

576 468

889 7,798

779

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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１. 簡便な会計処理 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度末に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

 によっております。 

  

２. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

 計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実行税率を乗じて計算しております。

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

      当社グループは、連結財務諸表において継続的な営業損失が発生するなどの継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような状況が存在しております。 

     当社グループはこのような状況を解消すべく、前連結会計年度に策定した以下の「経営改善策」に現在も継続

して取り組んでおり、その結果、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しておりま

す。 

    ① 経営政策   

     経営政策としては、1)個客経験の共創（一人ひとりの消費者のニーズを捉える）、2)グローバリゼーションの

推進（顧客・販売先・仕入先等のステークホルダーすべてについて）、3)ＩＴ化の推進、4)変革と既存概念の否

定をかかげております。事業ドメインに関係なく、すべてのグループ会社でこの目標に向けて対応していく所存

です。 

    ② 事業政策 

       当社グループの事業ポートフォリオを多角化することで、景気変動の影響を受けにくい事業体質を確立すべ

く、ファッションブランド事業と建設コンサルタント事業の２つの中核事業をグループに取り込みました。今後

も引き続き、新しい事業ポートフォリオの獲得による多角化を検討してまいります。  

       ③ 財政政策 

         当社を含むグループ会社での人員削減に加え、可能な限りの経営合理化をすすめ、大幅な販売費及び一般管理

   費の削減の効果が見込まれます。また、事業ポートフォリオの多角化により営業キャッシュフローの拡大も見込

   め、経営の安定化を図ってまいります。 

（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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年３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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,540,378 1,699,016

受取手形及び売掛金 1,184,784 1,574,297

有価証券 503,519 803,315

商品及び製品 871,174 1,170,791

仕掛品 1,630,533 1,255,647

原材料及び貯蔵品 59,019 62,857

その他 361,700 292,817

貸倒引当金 △5,995 △51,966

流動資産合計 6,145,113 6,806,775

固定資産   

有形固定資産 1,327,724 1,340,725

無形固定資産   

のれん 1,410,986 1,454,383

その他 189,836 188,533

無形固定資産合計 1,600,822 1,642,916

投資その他の資産   

投資有価証券 2,002,832 2,031,517

その他 640,756 636,716

貸倒引当金 △82,362 △50,646

投資その他の資産合計 2,561,227 2,617,586

固定資産合計 5,489,774 5,601,228

資産合計 11,634,888 12,408,004
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 763,943 780,160

短期借入金 650,000 451,950

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 20,379 87,064

構造改革費用引当金 576,793 －

賞与引当金 81,058 123,564

返品調整引当金 71,349 93,047

受注損失引当金 51,076 36,459

その他 1,231,674 1,261,167

流動負債合計 3,546,274 2,933,413

固定負債   

退職給付引当金 223,797 243,582

負ののれん － 468,817

その他 66,436 73,894

固定負債合計 290,233 786,293

負債合計 3,836,507 3,719,706

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金 4,710,945 4,710,945

利益剰余金 △2,051,665 △1,272,586

自己株式 △288,712 △267,895

株主資本合計 7,370,567 8,170,463

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 491 △1,337

為替換算調整勘定 △486 △474

評価・換算差額等合計 4 △1,811

少数株主持分 427,807 519,645

純資産合計 7,798,380 8,688,297

負債純資産合計 11,634,888 12,408,004
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（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１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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

売上高 3,528,728 2,134,700

売上原価 2,292,164 1,429,732

売上総利益 1,236,564 704,968

販売費及び一般管理費 1,426,989 1,148,144

営業損失（△） △190,425 △443,176

営業外収益   

受取利息 3,780 971

受取配当金 163 91

負ののれん償却額 13,022 13,022

為替差益 8,617 －

その他 15,025 13,647

営業外収益合計 40,609 27,732

営業外費用   

支払利息 5,782 2,482

賠償責任保険免責額 － 5,000

その他 2,914 2,718

営業外費用合計 8,697 10,201

経常損失（△） △158,512 △425,645

特別利益   

投資有価証券売却益 754 －

役員退職慰労引当金戻入額 12,000 －

負ののれん一括償却額 － 455,794

その他 1,920 3,388

特別利益合計 14,674 459,183

特別損失   

固定資産除却損 2,890 －

投資有価証券評価損 8,130 －

たな卸資産評価損 － 267,689

構造改革費用 － 576,793

その他 1,417 11,613

特別損失合計 12,438 856,095

税金等調整前四半期純損失（△） △156,276 △822,557

法人税、住民税及び事業税 13,038 13,780

法人税等調整額 22,902 34,636

法人税等合計 35,941 48,417

少数株主損失（△） △23,974 △91,894

四半期純損失（△） △168,243 △779,079
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（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１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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   

税金等調整前四半期純損失（△） △156,276 △822,557

減価償却費 33,973 25,937

のれん償却額 30,374 30,374

負ののれん一括償却額 － △455,794

たな卸資産評価損 － 267,689

減損損失 － 1,257

貸倒引当金の増減額（△は減少） △294,917 △14,254

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,033 △19,784

賞与引当金の増減額（△は減少） 63,323 △42,506

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,000 －

構造改革費用引当金の増加額 － 576,793

受注損失引当金の増減額（△は減少） △17,772 14,616

返品調整引当金の増減額（△は減少） △50,415 △21,697

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 8,104 △2,518

固定資産除売却損益（△は益） 2,890 845

ゴルフ会員権評価損 － 5,300

受取利息及び受取配当金 △3,943 △1,062

支払利息 5,782 2,482

為替差損益（△は益） △8,617 △6,041

売上債権の増減額（△は増加） △681,003 389,513

破産更生債権等の増減額（△は増加） 290,259 △50,156

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,438 △339,120

仕入債務の増減額（△は減少） 126,844 △16,216

その他 316,061 △79,074

小計 △331,739 △555,976

利息及び配当金の受取額 4,290 1,312

利息の支払額 △4,313 △1,014

法人税等の還付額 － 1,024

法人税等の支払額 △71,149 △94,186

営業活動によるキャッシュ・フロー △402,913 △648,840

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 △55,689 △5,499

無形固定資産の取得による支出 △86,240 △13,750

投資有価証券の取得による支出 △155 △92

投資有価証券の売却による収入 9,427 33,322

ゴルフ会員権の売却による収入 － 16,438

貸付けによる支出 △4,605 △1,840

貸付金の回収による収入 7,708 12,373

その他 21,352 3,759

投資活動によるキャッシュ・フロー △108,201 44,712
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（単位：千円）

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 550,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △5,550 △1,950

社債の償還による支出 △24,000 －

自己株式の処分による収入 13 －

自己株式の取得による支出 △65,753 △20,816

少数株主への配当金の支払額 △786 －

その他 △75,990 △8,393

財務活動によるキャッシュ・フロー 377,933 168,840

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,617 6,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △124,563 △429,247

現金及び現金同等物の期首残高 3,951,899 2,402,331

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,827,336 1,973,084
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 該当事項はありません。 

  

    前第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

  

     当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

      事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。 

    

   ２．各区分の主な製品等 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日）  

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
建設コンサル
タント事業 

（千円） 

ファッション
ブランド事業  

（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  1,514,768  2,013,959  3,528,728  －  3,528,728

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,215  －  2,215  △2,215  －

計  1,516,984  2,013,959  3,530,944  △2,215  3,528,728

営業利益又は営業損失(△)  33,331  △212,307  △178,976 （11,449） △190,425

  
建設コンサル
タント事業 

（千円） 

ファッション
ブランド事業  

（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  503,377  1,631,323  2,134,700  －  2,134,700

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 10,740  －  10,740  △10,740  －

計  514,117  1,631,323  2,145,440  △10,740  2,134,700

営業利益又は営業損失(△)  △225,233  △217,844  △443,078 （98） △443,176

事業区分  主要製品等  

 建設コンサルタント事業 

 土木建設事業に関する調査、計画、設計、監理、画像データ表示ビューワ、

セキュリティシステム、Ｗｅｂ型地図描画エンジン、移動体位置情報管理シ

ステム等 

 ファッションブランド事業  婦人服・かばん・ハンドバッグ・革製品などの企画・製造卸・販売 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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