
平成 18年 3月期 決算短信(連結)  平成 18年 5月 26日

会 社 名    五洋インテックス株式会社 上場取引所 JASDAQ

コ ー ド 番 号 　　７５１９ 本社所在都道府県 愛知県

（  URL　http://www.goyointex.co.jp  ）

代 表 者 　 役     職     名　　　 代表取締役社長　　　　　　　        氏　　名　　　大　脇　秀　五

問 い 合 わ せ 先 　 責任者役職名　　 　専務取締役経営企画室長          氏　　名　　　大  脇　功  嗣 TEL   (0568) 76 - 1050

決算取締役会開催日　　平成18年5月26日

米国会計基準採用の有無 無

１. 18年 3月期の連結業績（平成 17年 4月 1日 ～ 平成 18年3月 31日）

(1)連結経営成績

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年 3月期 1,735 （△19.6） △ 137 （　―　） △ 135 （　―　）
17年 3月期 2,158 （　△3.9） 148 （　―　） 149 （　―　）

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％
18年 3月期 △ 140 （　―　） △ 34.83 ― △ 6.9 △ 5.0 △ 7.8
17年 3月期 128 （　―　） 31.09 ― 5.9 5.1 6.9
(注)①持分法投資損益 　　 　   18年 3月期             －百万円        17年 3月期             －百万円   

     ②期中平均株式数（連結）　18年 3月期   　　4,044,026 株　　　 17年 3月期         4,044,150 株

     ③会計処理の方法の変更　        　 無

     ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭
18年 3月期 2,716 2,044 75.3 505.53
17年 3月期 2,941 2,184 74.3 539.48
(注)期末発行済株式数（連結）　 18年 3月期        4,043,350 株  　　　17年 3月期        4,044,150 株

(3)連結キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円
18年 3月期 △ 57 △ 59 △ 20 345
17年 3月期 258 230 △ 120 483

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

    連結子会社数  1　社   持分法適用非連結子会社数　     ―社   持分法適用関連会社数　   　　―社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

    該当事項はありません。

２. 19年 3月期の連結業績予想（ 平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日 ）

　
百万円 百万円 百万円

中間期 900 △ 80 △ 90
通　　期 2,100 40 20

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   　　　４ 円 　 　95 銭 

　上記の予想につきましては、現状で判断しうる一定の前提、仮定に基づいております。今後発生する状況の変化によっては異なる業績結果となることも予
想されますのでご了解ください。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料４ページをご参照ください。

（百万円未満切捨）
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企業集団の状況 
 

当社グループは、当社及び子会社１社で構成され、室内装飾品の販売を主な事業内容とし、カ

ーテンを中心に販売を行なっております。 

なお、事業の種類別セグメントとの関連は、カーテンを中心に販売を行っているため記載して

おりません。 

事業系統図は次の通りであります。 

                 

仕入先  仕入先 

 商品 商品 

  

五洋インテックス株式会社 
   商品 株式会社イフ 

（連結子会社） 

 商品卸売 商品小売 

 

得意先 

      

  

 

消費者  消費者 

 

 

 

 
経営方針 

 

 

１．経営の基本方針 

当社の社是は「至誠」であり、「生活者の住空間を創造し社会に奉仕する」を社訓にしており

ます。これを基本に常に本物を追求し、また、新しいインテリア文化を築くため、将来に向かっ

て限りなく努力する所存でございます。 

 

２．利益配分に関する基本方針 

株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして位置づけており、効率的な業務運営

による収益力の向上、財務体質の強化に努めるとともに、安定的な配当の継続を基本方針として

おります。また、内部留保資金につきましては、経営体質の強化、設備投資、将来の事業展開に

備えることと致します。 
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３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

投資単位の引下げに関しましては、株式市場の活性化に不可欠で、重要であると認識しており

ます。 

当社と致しましては、当社の株価を常に意識し、市場動向や流動性を勘案し対処してまいりま

す。 

 

４．目標とする経営指標 

当社グループは、以下の指標を重要なものとして目標設定しております。 

（１）株主資本当期純利益率（ＲＯＥ） ･･････ ８％以上 

（２）売上高経常利益率        ･･････ 12％以上 

 

５．会社が対処すべき課題及び中長期的な経営戦略 

カーテン業界におきましては、住宅建設がマンションを中心に堅調に増加傾向にあるものの、

高額と低額商品の二極化とともに、激しい競争が予想されます。 

当社といたしましては、大幅に減少いたしました収益の回復を再重要課題に掲げ、取組んでま

いります。 

経営組織の改革とともに、販売体制の見直しと販売教育の強化を行い、営業員のレベルアップ

を目指します。また、商品面におきましては、より一層ブランド力を高める為の商品開発に努め

てまいります。 

カーテン販売がメインの「イフ」では、当社の見本帳商品の他にオリジナル商品を強化し、顧

客獲得に取組んでまいります。 

 

６．親会社等に関する事項 

当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 

 

７．内部管理体制の整備・運用状況 

平成18年６月に公表予定であるコーポレート・ガバナンスに関する報告書において記載する予定で

あります。 
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経営成績及び財政状態 

 １．経営成績 

（１）当連結会計年度の概況 

当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加により回復基調にあり

ます。個人消費に関しましては、所得の緩やかな増加や雇用情勢に改善の兆しがあることなどを背

景に緩やかに増加しておりますが、消費者物価は横ばいとなっており、依然デフレ経済から完全に

は脱しておらず、本格回復にはまだ時間がかかるものと思われます。 

当カーテン業界におきましては、住宅着工戸数は前年同期比4.7％増となっておりますが、一戸建

住宅に比べ、窓数の少ないマンション物件の増加によるところが大きく、高価格オーダーカーテン

購入層の対象と目される持家住宅は前年同期比4.0％減と減少しております。 

このような状況の下、当社は価格から品質、デザインに至るまで多種多様に流通するカーテン市

場において、差別化とブランド力を高めることに注力し、６月にメインブランドのひとつでありま

すサザンクロスの新見本帳を発刊いたしました。従来よりもヨーロッパを中心とした海外からの輸

入生地を多く採用し、デザイン、柄においても最新のヨーロッパの流行を意識した編集といたしま

した。 

しかしながら、販売先との販売価格面での交渉が予定以上に長引いたことや、一部販売先の自主

縫製化により縫製品受注から生地受注へと切り替わったことなどにより売上高は大幅に減少いたし

ました。 

小売事業面におきましては、平成17年８月に松本店、平成18年１月に富山店、平成18年３月に成

城店を新規に出店いたしましたが、消費者のカーテン予算額の減少も見受けられるなど厳しい状況

が続きました。 

販売費及び一般管理費においては、見本帳発刊に伴う費用が前年同期より32百万円増加いたしま

した。その他の経費について効率化と節約に努めた結果、前年同期比で17百万円増の1,189百万円に

留まりました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は前年同期比19.6％減の1,735百万円、経常損失135百万円

（前連結会計年度は149百万円の経常利益）、当期純損失は140百万円（前連結会計年度は128百万円

の当期純利益）となりました。 

 

（２）次期の見通し 

次期につきましては、原油価格の動向など国内外の経済状況において注意を必要とする要素も

ありますが、今後も企業収益や雇用情勢の改善が続けば個人消費も含め、景気は緩やかな回復を

続けると思われます。 

当社グループといたしましては、７月見本帳改訂予定の「インハウス」におきまして従来の商

品層に加えワンランクアップの「インハウス ハイスピリット」を同時発刊する予定であり、新

たな販売ルート獲得と販売拡大に努めてまいります。 

次期の当社グループの連結業績見通しにつきましては、売上高2,100百万円、経常利益40百万円、

当期純利益20百万円を見込んでおります。 
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 ２．財政状態 

当連結会計年度における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は57,077千円の支出、「投資活

動によるキャッシュ・フロー」は59,993千円の支出、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は

20,490千円の支出となり、「現金及び現金同等物の期末残高」は期首に比べ137,560千円減少し、

345,818千円となりました。 

 

（１）営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、57,077千円の支出（前連結会計年度

は258,555千円の収入）となりました。主な収入は、売上債権の減少による収入147,237千円、減

価償却費80,179千円、支出は、税金等調整前当期純損失129,327千円、仕入債務の減少による支出

89,529千円であります。 

 

（２）投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、59,993千円の支出（前連結会計年度

は230,589千円の収入）となりました。主な収入は、有価証券の売却による収入25,340千円、支出

は、有形固定資産の取得による支出79,798千円であります。 

 

（３）財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比99,881千円支出が減少し

20,490千円の支出となりました。主な支出は、配当金の支払20,272千円であります。 

なお、キャッシュ・フロー指標の推移は下記の通りです。 

 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

自己資本比率（％） 70.7 74.3 75.3

時価ベースの自己資本比率（％） 23.7 29.6 38.7

債務償還年数（年） 2.5 0.4 △1.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 59.7 195.8 △54.0

 （注） 自己資本比率：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  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 

・各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

・株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

・営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フ 

 ローを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を 

 支払っている全ての負債を対象としております。又、利払いについては連結キャッシュ・フ 

 ロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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３．事業等のリスク 

（１）市場の動向に関するもの 

景気は回復基調にあるものの、依然デフレ経済は続いていると思われます。当社の商品は一般

のカーテンに比べ高額な為、消費者物価が低く推移することは当社グループの売上に影響を与え

ることも考えられます。 

 

（２）為替レートの変動 

当社では生地仕入の49.6％を輸入しており、大半がユーロでの決済となっております。その為、

為替変動によるリスクヘッジとしてユーロによる先物為替予約取引を行っております。円安は仕

入コストの増加に繋がり、当社グループの業績に悪影響を及ぼします。 

 

（３）原油価格の変動 

原油価格が今後も高い水準で続きますと、仕入コストの増加に繋がることも予想されます。 
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１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

 

  
前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

 １ 現金及び預金  483,378  345,818

 ２ 受取手形及び売掛金  481,964  334,726

 ３ たな卸資産  424,833  456,301

 ４ その他  68,304  57,792

   貸倒引当金  △1,217  △756

   流動資産合計  1,457,263 49.5  1,193,883 44.0

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産 ※１  

  (1) 建物及び構築物  390,150  386,226

  (2) 運搬具  239  239

  (3) 土地  612,181  612,181

  (4) その他  51,815  64,005

   有形固定資産合計  1,054,387 35.8  1,062,652 39.1

 ２ 無形固定資産  41,881 1.4  32,836 1.2

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  96,685  119,139

  (2) 差入保証金  153,243  156,540

  (3) その他  174,602  187,336

     貸倒引当金  △36,304  △36,123

   投資その他の資産合計  388,226 13.3  426,892 15.7

   固定資産合計  1,484,495 50.5  1,522,381 56.0

   資産合計  2,941,759 100.0  2,716,265 100.0
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前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

 １ 支払手形及び買掛金  330,749  241,219

 ２ 短期借入金  100,000  100,000

 ３ 未払法人税等  17,000  13,014

 ４ 未払消費税等  14,258  ―

 ５ 賞与引当金  7,000  5,000

 ６ その他  69,837  86,843

   流動負債合計  538,845 18.3  446,077 16.4

Ⅱ 固定負債   

 １ 繰延税金負債  13,161  29,134

 ２ 退職給付引当金  19,231  18,698

 ３ 役員退職慰労引当金  184,776  178,338

 ４ その他  1,000  ―

   固定負債合計  218,168 7.4  226,170 8.3

   負債合計  757,013 25.7  672,247 24.7

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※２ 656,207 22.3  656,207 24.2

Ⅱ 資本剰余金  852,070 29.0  852,070 31.4

Ⅲ 利益剰余金  657,052 22.3  492,977 18.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金  19,415 0.7  42,980 1.5

Ⅴ 自己株式 ※３ ― ―  △217 △0.0

   資本合計  2,184,745 74.3  2,044,017 75.3

   負債資本合計  2,941,759 100.0  2,716,265 100.0
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② 【連結損益計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  2,158,844 100.0  1,735,836 100.0

Ⅱ 売上原価  837,863 38.8  683,390 39.4

   売上総利益  1,320,980 61.2  1,052,445 60.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

 １ 貸倒引当金繰入額  1,469 626 

 ２ 給与手当  314,639 260,304 

 ３ 賞与引当金繰入額  7,000 5,000 

 ４ 退職給付引当金繰入額  6,062 4,472 

 ５ 業務委託費  228,550 242,409 

 ６ 賃借料  120,097 126,525 

 ７ 減価償却費  74,724 79,464 

 ８ その他  419,968 1,172,512 54.3 471,160 1,189,963 68.5

営業利益又は営業損失
(△) 

 148,468 6.9  △137,518 △7.9

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息  69 0 

 ２ 為替差益  6,332 3,827 

 ３ 賃貸収入  1,719 1,658 

 ４ デリバティブ評価益  ― 2,167 

 ５ その他  2,476 10,598 0.5 2.767 10,419 0.6

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息  1,277 1,028 

 ２ 売上割引  806 438 

 ３ 貸倒引当金繰入額  6,000 ― 

 ４ 賃貸原価  1,693 715 

 ５ 棚卸資産処分損  ― 6,239 

 ６ その他  ― 9,777 0.5 165 8,586 0.5

   経常利益又は経常損失
(△) 

 149,289 6.9  △135,684 △7.8

Ⅵ 特別利益   

 １ 貸倒引当金戻入益  878 1,269 

 ２ 投資有価証券売却益  88 966 0.1 8,256 9,526 0.5

Ⅶ 特別損失   

 １ 固定資産除却損 ※１ 9,613 1,594 

 ２ 営業所移転費用  ― 1,575 

３ その他  400 10,013 0.5 ― 3,169 0.2

   税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失（△） 

 140,241 6.5  △129,327 △7.5

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 11,516 11,526 

   法人税等調整額  ― 11,516 0.5 ― 11,526 0.6

   当期純利益又は当期純損
失(△) 

 128,725 6.0  △140,854 △8.1
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③ 【連結剰余金計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  852,070  852,070

      

Ⅱ 資本剰余金期末残高  852,070  852,070

      

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  548,547  657,052

      

Ⅱ 利益剰余金増加高   

   当期純利益  128,725 128,725 ― ―

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 当期純損失  ― 140,854 

 ２ 配当金  20,220 20,220 

 ３ 役員賞与  ― 20,220 3,000 164,075

      

Ⅳ 利益剰余金期末残高  657,052  492,977
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 税金等調整前当期純利益又は当期純損失
（△） 

 140,241 △129,327 

 ２ 減価償却費  79,621 80,179 

 ３ 貸倒引当金の増加・減少（△）  4,284 △642 

 ４ 賞与引当金の増加・減少（△）  4,000 △2,000 

５ 退職給付引当金の減少  △4,643 △532 

６ 役員退職慰労金の減少  ― △6,438 

 ７ 受取利息及び受取配当金  △519 △800 

 ８ 支払利息  1,277 1,028 

９ 有価証券売却益  △88 △8,256 

 10 有形固定資産除却損  9,613 1,594 

 11 売上債権の減少  40,563 147,237 

 12 たな卸資産の減少・増加（△）  3,053 △31,468 

 13 仕入債務の減少  △21,559 △89,529 

 14 未払消費税等の増加・減少（△）  9,711 △14,258 

 15 その他資産の減少・増加（△）  △4,166 △1,166 

 16 その他負債の増加  4,741 16,074 

 17 その他  ― △11,238 

    小計  266,132 △49,544 

 18 利息及び配当金の受取額  521 800 

 19 利息の支払額  △1,320 △1,057 

 20 法人税等の支払額  △6,777 △7,275 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  258,555 △57,077 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 定期預金の預入による支出  △220,000 ― 

 ２ 定期預金の払戻による収入  517,000 ― 

 ３ 有形固定資産の取得による支出  △11,314 △79,798 

 ４ 無形固定資産の取得による支出  △26,653 △423 

 ５ 投資有価証券の取得による支出  △37,001 ― 

 ６ 投資有価証券の売却による収入  2,978 25,340 

 ７ その他投資の取得による支出  △43 △10,602 

 ８ その他投資の返還による収入  5,624 5,490 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  230,589 △59,993 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 短期借入金の返済による支出  △100,000 ― 

 ２ 配当金の支払額  △20,372 △20,272 

 ３ 自己株式の取得による支出  ― △217 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △120,372 △20,490 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額・減少額
（△） 

 368,772 △137,560 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  114,606 483,378 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 483,378 345,818 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項  子会社は全て連結されております。 
 当社連結子会社は、株式会社イフの
１社であります。 

同左 

２ 持分法の適用に関する事
項 

 該当事項はありません。 同左 

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項 

 連結子会社の事業年度末日と連結決
算日は一致しております。 

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 

有価証券 
 その他有価証券 
  時価のあるもの 
  …決算日の市場価格等に基づく時
価法（評価差額は全部資本直入法
により処理し、売却原価は移動平
均法により算定） 

  時価のないもの 
  …移動平均法による原価法 
 

有価証券 
        同左 

 ―――――― 
 
 
たな卸資産 
 商品 
  …移動平均法による原価法 
 貯蔵品 
  …最終仕入原価法 

デリバティブ 
  …時価法 
 
たな卸資産 
        同左 

  
(2) 重要な減価償却資産の 
減価償却の方法 

 
有形固定資産 
  …定率法 
 なお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 

 
有形固定資産 

同左 

  
無形固定資産 
  …定額法 

 
無形固定資産 
        同左 

  
(3) 重要な引当金の計上基 
準 

 
貸倒引当金 
 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備
えるため、一般債権については、貸倒
実績率により、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勘
案し、回収不能見込額を計上しており
ます。 

 
貸倒引当金 
        同左 

  
賞与引当金 
 従業員賞与の支給に備えるため、支
給見込額基準により計上しておりま
す。 

 
賞与引当金 
        同左 

  
退職給付引当金 
 従業員の退職給与の支給に備えるた
め、当連結会計年度末において従業員
が自己都合により退職した場合の退職
金要支給額の100％を計上しておりま
す。 

 
退職給付引当金 
        同左 

  
役員退職慰労引当金 
 親会社は役員退職慰労引当金の支出
に備えるため、内規に基づく期末要支
給額を計上しております。 
 

 
役員退職慰労引当金 
        同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) 重要な外貨建ての資産 
及び負債の本邦通貨へ 
の換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日
の直物為替相場により円貨に換算し、
為替差額は損益として処理しておりま
す。 

        同左 

  
(5) 重要なリース取引の処 
理方法 

  
リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。 

        
同左 

 
 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 
ヘッジ会計の方法 
 繰延ヘッジ処理を採用しておりま
す。また、為替変動リスクのヘッジに
ついて振当て処理の要件を充たしてい
る場合には振当て処理を採用しており
ます。 

 
―――――― 

        

  
ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針 
 主に当社の内規であります「金融商
品会計基準適用に際しての当社方針」
に基づき、為替変動リスクをヘッジし
ております。当連結会計年度にヘッジ
会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対
象は以下のとおりであります。 
 ヘッジ手段…先物為替予約 
 ヘッジ対象…商品輸入による外貨建

買入債務 

 
 

  
有効性評価の方法 
 ヘッジ対象の相場変動またはキャッ
シュ・フロー変動の累計とヘッジ手段
の相場変動またはキャッシュ・フロー
変動の累計を比較し、その変動額の比
率によって有効性を評価しておりま
す。 

 
 

  
(7) その他連結財務諸表作 
成のための重要な事項 

 

 
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。 
 

 
消費税等の会計処理 
        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に
ついては、全面時価評価法を採用して
おります。 
 

同左 

６ 利益処分項目等の取扱い
に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利
益処分について連結会計年度中に確定
した利益処分に基づいて作成しており
ます。 
 

同左 

７ 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、要求払預金及び取得日か
ら３カ月以内に満期の到来する流動性
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。 
 

同左 

 



― 14 ― 

 
会計処理の変更 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）を当連結会

計年度から適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

 

 

追加情報 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が5,530千円増加
し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、
5,530千円減少しております。 
 

―――――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 775,564千円
    

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

 823,935千円
 

※２ 発行済株式の総数 

普通株式 4,044,150株
 

※２ 発行済株式の総数 

普通株式 4,043,350株
 

―――――― ※３ 自己株式の保有数 

普通株式 800株
 

 

(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 固定資産除却損の内訳 
建物及び構築物 9,465千円
その他 148千円

計 9,613千円
 

※１ 固定資産除却損の内訳 
建物及び構築物 621千円
その他 973千円

計 1,594千円
 

 

(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 483,378千円

預入期間が３ヵ月を超える 
定期預金 

―千円

現金及び現金同等物 483,378千円
  

※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 345,818千円

預入期間が３ヵ月を超える 
定期預金 

―千円

現金及び現金同等物 345,818千円
 

 

(セグメント情報) 

 【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）、当連結会計年度（自 

平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において、当社グループは室内装飾品の販売を主

な事業内容とし、同一セグメントに属するカーテンを中心とした販売を行っており、当該事業

以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

 【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）、当連結会計年度（自 

平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において、当社グループは本邦以外の国、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】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）、当連結会計年度（自 

平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において、当社グループは海外売上高がないため、

該当事項はありません。 
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(リース取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引 
（借主側） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引 
（借主側） 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
当額及び期末残高相当額 

 
その他 
(器具備品) 

取得価額相当額 16,215千円

減価償却累計額相当額 15,780千円

期末残高相当額 434千円

  (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
当額及び期末残高相当額 

 
その他 
(器具備品) 

取得価額相当額 1,740千円

減価償却累計額相当額 1,696千円

期末残高相当額 43千円

同左 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 390千円

１年超 43千円

合計 434千円

  (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 43千円

１年超 ―千円

合計 43千円

同左 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 1,311千円

減価償却費相当額 1,311千円

 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 390千円

減価償却費相当額 390千円

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
割合(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及 
びその 
近親者 

大脇鏡二 
(提出会社の
代表取締役
会長大脇秀
五の実兄) 

― ― ― 直接0.0 ― ― 
駐車場の 
賃貸 

5,165 前払費用 430

(注) 取引金額及び期末残高には消費税等を含んでおりません。 

 

(取引条件及び取引条件の決定方針等) 

近隣の地代を参考にして、同等の価格によっております。 

 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
割合(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及 
びその 
近親者 

大脇鏡二 
(提出会社の
代表取締役
会長大脇秀
五の実兄) 

― ― ― 直接0.0 ― ― 
駐車場の 
賃貸 

5,165 前払費用 430

(注) 取引金額及び期末残高には消費税等を含んでおりません。 

 

(取引条件及び取引条件の決定方針等) 

近隣の地代を参考にして、同等の価格によっております。 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

 繰延税金資産(流動資産) 

  たな卸資産評価損否認 2,595千円

未払事業税 2,234千円

賞与引当金損金算入限度超過額 2,828千円

  未払社会保険料 282千円

  その他 71千円

  繰延税金資産小計 8,012千円

  評価性引当金 △8,012千円

  繰延税金資産合計 ―千円

 

繰延税金資産(固定資産) 

  税務上の繰越欠損金 36,015千円

  役員退職慰労引当金否認 74,649千円

  退職給付引当金損金 
  算入限度超過額 

7,258千円

  投資有価証券評価損否認 1,045千円

  会員権評価損否認 15,352千円

  貸倒引当金損金算入限度超過額 311千円

  その他 10千円

  繰延税金資産小計 134,643千円

  評価性引当額 △134,643千円

  繰延税金資産合計 ―千円

 

繰延税金負債(固定負債) 

  その他有価証券評価差額金 13,161千円

  繰延税金負債合計 13,161千円

  繰延税金負債の純額 13,161千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

 繰延税金資産(流動資産) 

  たな卸資産 1,680千円

未払事業税 1,719千円

賞与引当金 2,020千円

  未払社会保険料 202千円

  その他 21千円

  繰延税金資産小計 5,643千円

  評価性引当金 △5,643千円

  繰延税金資産合計 ―千円

 

繰延税金資産(固定資産) 

  税務上の繰越欠損金 90,243千円

  役員退職慰労引当金 72,048千円

  退職給付引当金 7,554千円

  投資有価証券 1,045千円

  会員権 15,118千円

  貸倒引当金 474千円

  その他 10千円

  繰延税金資産小計 186,495千円

  評価性引当額 △186,495千円

  繰延税金資産合計 ―千円

 

繰延税金負債(固定負債) 

  その他有価証券評価差額金 29,134千円

  繰延税金負債合計 29,134千円

  繰延税金負債の純額 29,134千円
 

 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.4％ 

  (調整)  

  交際費等永久に損金に 
  算入されない項目 

2.2％ 

  住民税均等割 8.1％ 

  評価性引当額の増減 △43.9％ 

  その他 1.4％ 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 8.2％ 

  

 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.4％ 

  (調整)  

  交際費等永久に損金に 
  算入されない項目 

△2.2％ 

  住民税均等割 △8.9％ 

  評価性引当額の増減 △38.2％ 

  その他 △0.0％ 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 △8.9％ 
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 (有価証券関係) 

前連結会計年度(平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 取得原価(千円) 
連結貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 42,795 76,495 33,699 
連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

株式 21,312 20,190 △1,122 

合計 64,108 96,685 32,576 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

区分 
当連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

売却額（千円） 2,978 

売却益の合計額（千円） 88 

 

 

当連結会計年度(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 取得原価(千円) 
連結貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 47,024 119,139 72,114 
連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

株式 ― ― ― 

合計 47,024 119,139 72,114 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

区分 
当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

売却額（千円） 25,340 

売却益の合計額（千円） 8,256 
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(1) 取引の内容 
 利用しておりますデリバティブ取引は、通貨関連
の先物為替予約取引等であります。 

 

(1) 取引の内容 
同左 

(2) 取引に対する取組方針 
 デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリ
スク回避を目的としており、投機的な取引は行わな
い方針であります。 

 

(2) 取引に対する取組方針 
同左 

(3) 取引の利用目的 
 デリバティブ取引は、通貨関連の外貨建金銭債務
の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を
図る目的で利用しております。 
 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を
行っております。 
  
ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 
 ヘッジ手段とヘッジ対象 
 ヘッジ手段…先物為替予約 
 ヘッジ対象…商品輸入による外貨建買入債務 
 ヘッジ方針 
 金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッ
ジを行っております。 

  
ヘッジの有効性評価の方法 
 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間に
おいて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累
計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断し
ております。 

 

(3) 取引の利用目的 
デリバティブ取引は、通貨関連の外貨建金銭債務
の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を
図る目的で利用しております。 
 
 

(4) 取引に係るリスクの内容 
  先物為替予約取引等は為替相場の変動によるリスク
がほとんどないと認識しております。 
 

(4) 取引に係るリスクの内容 
同左 

(5) 取引に係るリスク管理体制 
 デリバティブ取引の執行・管理については、取引
権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、
管理担当部門が決裁責任者の承認を得ております。 
 

(5) 取引に係るリスク管理体制 
同左 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度末（平成17年３月31日） 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は開示の対象から除いておりますので、該当

事項はありません。 

 

当連結会計年度末（平成18年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

通貨 為替予約取引 48,135 50,302 2,167 
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(退職給付関係) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  退職一時金 
  退職金規程に基づく退職一時金制度を採用してお
ります。従業員数が300人未満のため、簡便法を採用
しており、年金資産等はありません。 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 
同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務の額 19,231千円

②退職給付引当金の額 19,231千円

 
 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務の額 18,698千円

②退職給付引当金の額 18,698千円

 
 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 6,062千円

 合計 6,062千円

 
 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 4,472千円

 合計 4,472千円

 
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 簡便法を採用しているため、計算の基礎について

は記載しておりません。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
同左 

 

 

(重要な後発事象) 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 同左 

  
 

 

生産、受注及び販売の状況 
 

商品別売上高 

（単位：千円） 

前連結会計年度 

   （自 平成16年４月１日 
     至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

    （自 平成17年４月１日 
   至 平成18年３月31日） 

        期 別 
 

 
 

 区 分 金  額 構成比 金  額 構成比 

  ％  ％

生 地  713,926 33.1 564,100 32.5

縫 製 品  1,223,045 56.7 946,838 54.6

そ の 他  221,872 10.2 224,897 12.9

合 計  2,158,844 100.0 1,735,836 100.0

(注)  上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 


