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平成 20 年４月 28 日 

各      位 
 

会 社 名  五洋インテックス株式会社 

代表者名  代表取締役社長 大脇 功嗣 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード７５１９） 

問合せ先 経 理 部 長 服部 信隆 

電  話 (0568)76－1050 

 

当社株式の時価総額及び今後の展開等について 
 
当社の株式につきましては、平成 20 年１月の上場時価総額（月間平均上場時価総額及び

月末上場時価総額）が５億円未満となり、株券上場廃止基準第２条第１項第３号（上場時

価総額）に基づき、９か月（事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他ジャスダッ

ク証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を３か月以内にジャスダック証券取引所

に提出しない場合にあっては、３か月）以内に上場時価総額が５億円以上とならないとき

は上場廃止となります。このことを受け、当社は、ジャスダック証券取引所に対して、当

該書面を提出いたしましたので、お知らせいたします。 

 
記 

 
１．当社株式の上場時価総額について 
 
   当社株式は、平成 20 年１月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が 5 億円

未満となりました。株券上場廃止基準第２条第１項第３号（上場時価総額）に基づき、

９か月（事業の現状、今後の展開、事業の計画の改善その他株式会社ジャスダック証

券取引所が必要と認める事項を記載した書面を３か月以内に株式会社ジャスダック証

券取引所に提出しない場合にあっては３か月）以内に、毎月の月間平均上場時価総額

及び月末上場時価総額が５億円以上とならない時は、上場廃止になる旨規定されてお

ります。 
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（ご参考） 
 （１）月間平均上場時価総額 
    ①平成 20 年１月            447,345,207 円 
    ②平成 20 年２月            397,135,530 円 
    ③平成 20 年３月            355,615,590 円 
    ④平成 20 年４月１日～28 日現在    369,635,310 円 
 
 （２）月末上場時価総額等 
    ①平成 20 年１月末（１月 31 日） 412,503,300 円 
       （１月末終値 102 円 × １月末上場株式数 4,044,150 株） 

②平成 20 年２月末（２月 29 日） 408,459,150 円 
       （２月末終値 101 円 × ２月末上場株式数 4,044,150 株） 

③平成 20 年 3 月末（３月 31 日） 287,134,650 円 
       （３月末終値  71 円 × ３月末上場株式数 4,044,150 株） 

④平成 20 年４月 28 日現在    396,326,700 円 
       （４月 28 日終値 98 円 × ４月 28 日上場株式数 4,044,150 株） 
 
２．事業の現状 
 （１）概略 

当社の事業は、室内装飾品の販売を主な事業内容としており、主に高級オーダ

ーカーテンの販売を行っております。また、仕入生地のおよそ半分は海外（主に

ヨーロッパ）からの輸入であります。 
     カーテン販売において重大な影響を及ぼします新設住宅着工総戸数につきまし

ては、近年、横ばい若しくは微増で推移しておりましたが、平成 20 年３月期にお

きましては、改正建築基準法施行の影響等により大幅に減少（平成 19 年４月から

平成 20 年２月までの累計総戸数は前年比 19.7％減少）し、厳しい市況が続いてお

ります。 
    当社は、高級カーテン購入層をターゲットとした見本帳「インハウス」と中級

～高級カーテン購入層をターゲットとした見本帳「サザンクロス」を柱としてお

り、１年おきに交互に見本帳改訂を行っております。平成 17 年３月期におきまし

て、国産商品を多く取り入れております見本帳「サザンクロス」を改訂予定であ

りましたが、他社との差別化及び商品構成の見直しのため見本帳改訂を１年延長

いたしました。 
平成 18 年３月期におきまして、本来は「インハウス」の見本帳を改訂する年に

あたりますが、上記の理由で１年延長した「サザンクロス」の見本帳編集を行う

にあたり、本来では「インハウス」に入れるべきヨーロッパの 新トレンド商品

をこれまでより多く採用し、全般に商品価額や卸販売価額を引き上げる政策を行

いました。その結果、当社の得意先におきましては「サザンクロス」ブランドの
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従来の商品価額や仕入価額の印象が強いことから、取引交渉の難航が続き売上高

が減少いたしました。また、平成 19 年３月期におきましても、首都圏を中心に売

上比重の高い「インハウス」の見本帳改訂が１年遅れたことによる影響、前年に

引き続き「サザンクロス」の取引条件の交渉難航による得意先離れから売上高が

減少いたしました。また近年は、建物一戸あたりの窓数の減少、消費者のカーテ

ン予算額の減少等からも売上高が減少しております。     
     平成 20 年３月期におきましては、カーテン市場において上記のとおり新設住宅

着工総戸数の大幅な減少という厳しい状況下、近年続いておりました売上高の減

少に歯止めをかけ、対前年同期比では売上高は増加する見込みではありますが、

依然として利益面では損失を計上する見込みであることから、当社の事業再建に

は、さらなる売上高の上積みが必要であると同時に、より一層の経費削減が急務

であります。 
    また、平成 21 年３月期におきましては、カーテン市場に影響を及ぼします新設

住宅着工総戸数が、平成 20 年１月及び２月におきましては前年同月比５％台の減

少に留まっており、平成 19 年４月から平成 20 年２月までの新設住宅着工総戸数

から回復基調が見られるものの、依然として厳しい状況が続くものと思われます。 
 

３．現在実施中の施策と今後の計画 
 
（１）商品面の強化 
   ①「サザンウインド」 

平成 21 年３月期におきましては、平成 19 年 12 月に発表しました花粉やダニ

等アレルギーを引き起こす物質の働きを抑え、快適な室内環境を提案する商品

（アレルバスター商品）で構成する住宅メーカー専用見本帳「サザンウインド」

により、販売力の強化に努めてまいります。 
 
②新商品「ニヤノルディスカ」と「アートライン」 

平成 20 年４月より新たに、当社が扱っております商品よりワンランク上の高

級輸入商品で、ヨーロッパでは有名 高級ブランドの１つであります「ニヤノ

ルディスカ」（ドイツ）の販売を行い（平成 20 年４月より国内販売権を獲得）、

既存得意先への売上増加を図るとともに、これまで当社が未着手でありました

設計コントラクト部門（ホテル、リゾート施設、店舗など）への販売を行って

まいります。また、カーテンレール等の販売強化策としましては、モダンで高

品質なブランドであります「アートライン」（ドイツ）の商材を新たに扱ってま

いります。 
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③「インハウス」 
     当社のメインブランドであります「インハウス」見本帳の改訂発表を平成 20

年７月に予定しております。常に新しい商品の販売を目的に、商品ごとに取り

替えが可能な見本帳（見本帳１冊単位の取り替えではなく１ページごとに取り

替えが可能）の開発を予定しています。「インハウス」は、得意先への取り組み

を前期（平成 20 年３月期）以上に強化し、得意先における当社の占有割合を高

めることを目指しております。 
    
（２）販売力の強化 

     平成 21 年３月期は、営業本部を東京へ移すことで、首都圏を中心に得意先への

取り組みをより一層強化してまいります。 
また、平成 20 年３月期よりエージェントから従業員に移行した営業員への本部

指導体制を強化し、取り組み次第で売上が見込める得意先を中心に営業活動を実

施することにより、１人当たりの営業員の売上高の拡大及び経費の削減を目指し

てまいります。 
     高級カーテン購入層への販売をさらに拡大する目的で、当社が今まで未着手で

ありました設計コントラクト部門への取り組みを行い、販売対策として専従の営

業員の配置と、外部のコントラクト関係者との契約による販売方法を予定してお

り、売上確保に努めてまいります。 
     また、平成 20 年４月 14 日に資本・業務提携に関する基本合意書を締結いたし

ましたアイカ工業株式会社が持つ販売チャネルを共有することで、大手住宅メー

カーへの参入、設計・コントラクト部門の活用及びショールームの利用などとい

った新たな販売市場の獲得、当社のカーテンとアイカ工業株式会社のインテリア

製品等との複合型提案による販売力の強化に努めてまいります。 
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（３）販売管理費の削減 
    ①ショールーム等の移転等 

ショールーム等の移転等を、平成 20 年６月から 10 月にかけて予定していま

す。 
 
    ②営業間接部署の統合 

横浜支店の営業間接部署を廃止して、東京支店の営業間接部署との統合を実

施します。 
 

    ③本社管理部門の合理化 
業務の見直し・改善と、組織を変更し、部署間の協力体制を強化することで、

本社管理部門の合理化を図ります。 
 
    ④一部業務の外部委託 
      社外で製造する縫製加工品の検品作業を当社で実施しておりますが、社外へ

の委託を計画しております。 
 
     当社は、以上の施策の実施により、平成 21 年３月期において前期比 40 百万円

から 50 百万円の販売管理費の削減（3.6％～4.5％減）につながると考えておりま

す。 
 

 
 （４）資本・業務提携 
     当社は、カーテンを主とした室内装飾品販売の事業を展開しておりますが、カ

ーテン市場は、販売に際し重大な影響を及ぼします新設住宅着工総戸数が、今後

横ばい若しくは減少傾向で推移することが予想されることから、当面厳しい市況

が継続するものと思われます。 
    そのため当社としましては、新たなブランド商品の開発を実施するとともに他の

商材との組み合わせによる販売を検討しております。 
     この度、資本・業務提携を締結しましたアイカ工業株式会社は、建装材（化粧

板等）、住器建材（インテリア製品等）等を製造・販売しており、建築業界やイン

テリアデザイン分野で高い評価を受けております。 
    当社は、アイカ工業株式会社が持つ販売チャネルを共有することで、大手住宅メ

ーカーへの参入、設計・コントラクト部門の活用及びショールームの利用などによ

り販売市場が広がり、カーテンとインテリア製品等との複合型提案による相乗効果

が見込まれるなど、アイカ工業株式会社と協力関係を構築することが、業績の拡大

及び中長期的な企業価値の向上に資するものと考え、資本・業務提携に関する基本

合意を平成 20 年４月 14 日に締結いたしました。 



- 6 - 

また、平成 20 年３月期の損失計上（見込み）を含め３期連続で当期純損失の計

上となることから当社の財務状況が厳しく、当社株式の上場時価総額が５億円未満

となり株券上場廃止基準に該当するおそれがあることから、企業価値の向上が喫緊

の課題となっております。早期の自己資本の増強により、経営基盤の安定化を図り、

企業価値の向上に繋げる目的で、アイカ工業株式会社を割当先とする第三者割当に

よる新株式発行（2,030,000 株、発行後の発行済株式総数の 33.42％）を平成 20
年４月 14 日開催の取締役会において決議いたしました。 

<ご参考> 
発行要領 
（１）発行新株式数 普通株式  2,030,000 株

（２）発行価額 １株につき金 80 円

（３）発行価額の総額 162,400,000 円

（４）資本組入額 １株につき金 40 円

（５）募集又は割当方法 第三者割当による新株式発行

（６）申込期日 平成 20 年４月 28 日

（７）払込期日 平成 20 年４月 30 日

（８）新株券交付日 株券不所持の申出により不発行

（９）割当先及び割当株式数 アイカ工業株式会社  2,030,000 株

 
     なお、調達する資金の額（差引手取概算額）154,400 千円につきましては、借入

金の返済に 75,000 千円、ショールーム等の移転及び改装費用等に 30,000 千円、

残額につきましては全額、商品仕入の運転資金に充当する予定をしております。 
 
４．今後の見通し及び上場維持に向けて 
当社は、高級オーダーカーテンの販売力を強化し、アイカ工業株式会社との資本・業務提

携及び第三者割当による新株式発行により新たな販売チャネルの確保することが、当社の

経営基盤の安定化並びに将来的な業績向上に資するものと考えております。 
なお、今般、事業の現状、今後の展開、事業の計画の改善その他株式会社ジャスダック証

券取引所が必要と認める事項を記載した書面をジャスダック証券取引所に提出することに

より、上場時価総額５億円以上への回復の期限が平成 20 年 10 月末まで延長されます。諸

施策の取り組みを具体化し、成果をあげてまいります。 
株主、投資家の皆様のご理解を賜り、企業価値を高めていくことで上場を維持していきた

いと考えております。 
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（ご参考） 
 平成 20 年３月期の業績予想につきましては、平成 20 年３月 28 日発表のとおりでありま

す。 
（単位：百万円） 

  平成 19 年３月期（実績） 平成 20 年３月期（予想） 
（連結）   
売上高 1,550 1,600 
営業利益 △387 △289 
経常利益 △389 △290 
当期純利益 △595 △346 
（個別）   
売上高 1,396 1,500 
営業利益 △366 △285 
経常利益 △362 △275 
当期純利益 △698 △326 
 

以 上 


