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平成 20 年 10 月 17 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、事業の現状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７月の上場時価総額（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ヶ月

（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ヶ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ヶ月）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７月の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ヶ月以内（事業の現状、

今後の展開、事業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ヶ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ヶ月）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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（参考） 
 （１）月間平均上場時価総額 
    ①平成 20 年７月        504,793,834 円 
    ②平成 20 年８月        383,886,280 円 
    ③平成 20 年９月        291,007,004 円 
    ④平成 20 年 10 月 16 日現在    238,410,387 円 
 
 （２）月末上場時価総額等 
    ①平成 20 年７月末（７月 31 日） 473,783,700 円 
       （７月末終値 78 円 × ７月末上場株式数 6,074,150 株） 

②平成 20 年８月末（8 月 29 日） 328,004,100 円 
       （８月末終値 54 円 × ８月末上場株式数 6,074,150 株） 

③平成 20 年９月末（９月 30 日） 291,559,200 円 
       （９月末終値 48 円 × ９月末上場株式数 6,074,150 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、住宅メーカー、

デベロッパー等に対し主に高級オーダーカーテンの販売を行っております。こ

の高級オーダーカーテンの原材料となる生地は、海外（主に欧州）からの輸入

により調達しており、仕入金額の半分以上を占めております。      
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」と低

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 21 年３月期（平成 20 年４月１日から平成 21 年３月 31 日まで）は、平

成 20 年７月に「インハウス」見本帳の改訂を実施いたしました。今回の「イン

ハウス」は、企画開発責任者を変更し、クラシックな分野をファッショナブル

に進化させるとともに、素材感・光沢感など 新のトレンドを表現して国内の

他の商品にはない独創的・個性的な商品等を企画し、他社との差別化を行って

おります。さらに、これまでの見本帳形式は、見本帳有効期間において掲載商

品をすべて在庫とする必要性がありましたが、今回の見本帳は、時代の変化と

ともにその都度流行商品の追加を行い、逆に売れ行きの良くない商品の販売を

途中で中止することが可能な見本帳形式（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な見本帳形式）に変更しており、過剰在庫の要

因を減らすことが可能な見本帳形式になっております。この「インハウス」見

本帳の改訂が売上高に寄与する時期につきましては、住宅物件の完工が多い第

３四半期以降になるものと見込んでおります。 
カーテン販売の売上動向において重大な影響を及ぼします新設住宅着工総戸
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数につきましては、平成 20 年３月期（平成 19 年４月１日から平成 20 年３月

31 日まで）は前年同期比 19.4％の大幅減少、平成 21 年３月期は、平成 19 年６

月の耐震偽装の再発防止を目的とした改正建築基準法施行の影響による減少が

落ち着きつつあるものの、景気の弱含みによる住宅の買い控え、資材価格の高

騰等の影響で新設住宅着工総戸数は減少（平成 20 年４月１日から平成 20 年７

月 31 日までの累計総戸数は前年同期比 5.0％減少）しております。 
平成 20 年８月までは、メインブランドの「インハウス」、「サザンクロス」を

はじめ、平成 19 年 12 月に新たに発表しました「サザンウインド」、平成 20 年

４月より販売を開始しました「ニヤノルディスカ」の販売を強化しましたが、

前期より続いております新設住宅着工総戸数の減少による影響、売れ筋商品の

仕入先の倒産による影響（※）等で、平成 20 年４月から平成 20 年８月までの

売上高は前年同期比 14.0％減の 483 百万円、営業損失は 173 百万円、経常損失

は 179 百万円となっております。 
（※）売れ筋商品の仕入先の倒産による影響とは、他の加工所へ生産切り替

えを行うものの、加工所はそれぞれ生産工程が異なることから、当該

仕入先において仕掛品であった商品に関して再度１から作り直さなけ

ればならなかったことにより商品供給不足ひいては在庫不足が発生し、

売れ筋商品の販売機会を失ったことによるものです。 
 
（２）売上高の現状 

      「インハウス」におきましては、見本帳改訂時期とはいえ売上高は前年同期

に比べ大幅に減少しており、非常に厳しい結果となっております。支店別では、

健闘している支店はあるものの、本来、高級カーテン購入者層の多い東京支店、

大阪支店が、大幅な売上高の減少を招いております。東京支店は、平成 20 年８

月までに営業員の入れ替わり（中堅社員の退職に伴い新たに社員を採用）が重

なることによる営業力の低下などの要因、大阪支店は、他の都市圏に比べ新設

住宅着工総戸数の減少幅の拡大（近畿圏の新設住宅着工総戸数は、平成 20 年３

月期は前年同期比 22.8％減少、平成 20 年４月から平成 20 年７月までは前年同

期比 7.9％減少）、マンション関連業種の不振などの要因が売上高の減少に影響

しておりますが、当社の販売拠点の柱であります東京・大阪両支店の立て直し

が急務であります。 
平成 20 年７月に「インハウス」見本帳の改訂を実施したこともあり、本来で

あれば平成 20 年８月までの売上高の中心商品は「サザンクロス」となる予定で

ございましたが、「サザンクロス」においても前年同期に比べ減少しており大変

苦戦しております。支店別では、さいたま、広島、福岡以外の各支店は前年同

期に比べ売上高が伸び悩んでおります。低中級～高級カーテン購入者層をター

ゲットとした「サザンクロス」は、新設住宅着工総戸数の減少で他社との競争

が激化しており、確実に売上高の見込める取引先をいかに取り込み、重点的に
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着実に販売していくかがポイントとなっていますが、伸び悩んでいる支店は、

確実に取引の見込める得意先への重点的な営業活動が不足しているために売上

高の減少を招いていると考えています。 
  「サザンウインド」におきましては、花粉、ダニなどアレルギーを引き起こ

す物質の働きを抑える機能性商品でありますが当該機能の理解不足、本格的な

販売時期が花粉の時期から外れていることなどの要因により、「ニヤノルディス

カ」におきましては、手続き上の問題から主力販売先ととらえている百貨店へ

の商品サンプルの導入が遅れたこと、百貨店の市場環境が厳しいことなどの要

因により、平成 20 年 8 月までの売上累計は、期初の計画に比べ減少しておりま

す。 
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（参考） 
     １．インハウスの説明 
       ①商品特徴 
        ・素材感、光沢感など 新のトレンドを表現して独創的、個性的な商品 
        ・クラシックな分野をファッショナブルに進化 
       ②販売ターゲット 
        ・一戸建、高級マンション購入者 
        ・住宅メーカー 
        ・高級商品の扱いのある百貨店、家具店、インテリア専門店 
        ・設計、コントラクト部門（ホテル、リゾート施設、店舗）など 

 
２．サザンクロスの説明 

       ①商品特徴 
        ・ヨーロピアンテイストを盛り込みながら、進みすぎていないトレンド 
        ・日本の住居に馴染みやすいファブリック（織物） 

・遮光、防炎などの機能性のある商品の充実 
       ②販売ターゲット 
        ・一戸建、低中級～高級マンション購入者 
        ・住宅メーカー、百貨店、家具店、インテリア専門店 
        ・リフォーム関連など 
 
     ３．サザンウインドの説明 
       ①商品特徴 
        ・花粉、ダニなど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（特殊加工技術によってカーテンに付着したア

レルギー物質を包み込みアレルギーの活動を抑制する機能性商品） 
       ②販売ターゲット 
        ・住宅メーカー 
 

４．ニヤノルディスカの説明 
       ①商品特徴 
        ・高品質なファブリック（織物） 
        ・ヨーロッパ（ドイツ）の有名高級ブランド 
       ②販売ターゲット 
        ・高級商品の扱いのある百貨店、家具店、インテリア専門店 
        ・一戸建、高級マンション購入者 
        ・設計、コントラクト部門（ホテル、リゾート施設、店舗）など 
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（３）販売管理費の現状 
      期初に計画しておりました営業所・ショールームの移転・廃止につきまして

は、仙台支店は平成 20 年７月に、福岡支店は平成 20 年８月に営業所の移転及

びショールームの廃止を実施いたしました。大阪支店は、営業所につきまして

は、資本業務提携先でありますアイカ工業株式会社のビルへの移転を平成 20 年

９月に実施しており、ショールームにつきましては、移転は実施しないものの

賃貸人との交渉の結果、賃料の減額を行っております。また、東京支店におき

ましては、営業所の移転は実施しないものの、賃貸人との交渉の結果、ショー

ルームの賃料の減額を実施しております。従いまして、営業所・ショールーム

の移転・廃止は、ほぼ計画通り進捗いたしております。（年額 1,080 万円の経費

削減を見込んでおります） 
      また、横浜支店の営業間接部署を廃止し、平成 20 年４月より東京支店の営業

間接部署との統合を実施しました。 
      本社管理部門の合理化は、平成 20 年３月より部署間の協力体制を強化し、人

件費の削減効果が表れてきておりますが、引き続き業務の改善・見直しは継続

して実施する予定でおります。 
      また、社外で作る縫製加工品の検品作業（今までは社内で検品作業を実施）

を、平成 20 年 10 月より社外で実施しており、検品作業に係る人件費の削減効

果（年額 360 万円の人件費削減）を見込んでいます。 
     以上のように、平成 21 年３月期の販売管理費は、上記削減策を実施している

ものの、平成 18 年７月に改訂発表した「インハウス」見本帳処分代の増加、什

器費（商品サンプルを飾るための飾り棚）の増加、及び内部統制に係る費用の

増加等により、期初の計画に比べて 17 百万円増加の見込みであります。 
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３．今後の計画 
（１）販売力の強化 
    販売する商品ごとの強化策については以下のとおりです。 
  ①「インハウス」 

     平成 21 年３月期の第３四半期以降、「インハウス」に関しましては、従来より

取引の多い住宅メーカーなどを対象として営業強化（確実に取引の見込める得意

先に営業活動を集中して売上高の拡大を図る）いたします。これらの住宅メーカ

ーの中には、 近取引量の減少がみられるものがあるため、「インハウス」新作商

品のキャンペーンを実施するなどして取引量の回復を狙います。東京支店におき

ましては、新たに入社した営業員に対して社内教育を充実させることで売上高の

回復を図るとともに、今般、販路拡大を企図して新たに着手していたものの人材

が不足しておりました設計・コントラクト部門（ホテル、リゾート施設、店舗な

ど）の強化策として、平成 20 年 11 月より同部門に精通した人材を新たに社員と

して採用して売上高拡大を目指します。また、大阪支店におきましては不振であ

りますマンション関連業種の売上高の挽回を図るため、より確実に売上高の見込

める取引先に、支店長など経験豊富な営業員が出向き取引を獲得いたします。 
       
   ②「サザンクロス」 
     「サザンクロス」に関しましては、「インハウス」同様に従来より取引の多い住

宅メーカーなどを対象として営業強化いたします。特に、前年同期比で伸び悩ん

でいる支店につきましては、消費者の需要等外的要因に左右されにくく確実に取

引の見込める得意先（前期までの売上実績の多い得意先）に営業活動を集中して

行い、売上高の拡大を図ってまいります。 
 
   ③「サザンウインド」 
     「サザンウインド」に関しましては、抗アレルゲン加工剤の導入で、花粉やダ

ニなどのアレルゲンを不活性化させる働きがあり、健康志向のお客様や花粉など

のアレルゲンに敏感なお客様をターゲットとしており、徐々に得意先からの引き

合いが増えているものの、未だ機能性の理解が浸透しきれていないことから継続

的にＰＲ活動を実施し、機能性商品の理解不足を解消することで売上高の拡大を

図ってまいります。また、商品サンプルは地域ごと（数セット～数 10 セット程度）

の投入が主流でありますが、「サザンウインド」に関しましては、全国一括で 100
セットの商品サンプルを投入し、お客様に直接触れていただく機会をこれまで以

上に提供することによって商品の良さを伝えてまいります。 
       
   ④「ニヤノルディスカ」 
     「ニヤノルディスカ」に関しましては、「インハウス」同様に設計・コントラク

ト部門の売上高獲得を目指すとともに、既存取引先であります百貨店以外でも、
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さらなる販路拡大のため高級商品を扱っておりますインテリア専門店などに販売

活動を行い、営業強化を図ってまいります。 
 
   ⑤その他 
     平成 20 年４月に資本業務提携しましたアイカ工業株式会社とは、平成 20 年 10

月より大阪アイカビルのショールームに当社カーテンサンプルの展示、新築中の

アイカ工業株式会社名古屋支店ビルに、平成 21 年４月より当社ショールームを開

設して、同社ショールームとの相乗効果を図ってまいります。また、同社が持つ

営業関連情報を活用して、新たな顧客獲得を目指してまいります。 
 
（２）在庫の減少 

     現在の在庫は、平成 20 年８月 31 日時点で、「インハウス」は前年同月に比べ

4.4％減少、「サザンクロス」は前年同月に比べ 13.9％減少しておりますが、売上

高低迷の現状を踏まえますと「インハウス」、「サザンクロス」とも過剰在庫であ

るため、今後、廃番商品（生産中止の商品）を対象に価格を下げて販売するなど

して在庫減少に注力し、廃番商品の棚卸額を評価減するなどのリスクを回避いた

します。 
     平成 20 年７月に見本帳の改訂を実施しました「インハウス」におきましては、

差し替え可能な台紙設計を見本帳の仕様としており、途中で廃番・追加が可能と

なっているため市場の動きに迅速に対応でき、従来の見本帳より無駄のない在庫

管理を実現していく予定であります。「インハウス」の売れ行きの様子を見ながら

平成 22 年３月期以降、売れ行きの悪い商品を早めに見本帳から外して、当該商品

について低価格販売を実施することで、過剰在庫の減少効果が期待できると考え

ております。 
 
（３）販売管理費の削減 
    前回の「当社株式の時価総額及び今後の展開等について」（平成 20 年４月 28 日

情報開示）に記載いたしました販売管理費の削減計画に加え、新たに以下の計画

を実施いたします。 
    ①就業人員の削減 
      平成 21 年 3 月までに、本社管理部門人員、営業間接部門人員、営業員の見直

しを図り、平成 20 年 8 月 31 日時点の就業人員に比べ、約 16％にあたる人員を

削減する予定（※）であります。 
      なお、人員削減に伴い、仙台支店及びさいたま支店の営業間接部署を廃止し、

平成 21年１月より東京支店の営業間接部署との統合を実施する予定であります。 
      （※）上記の削減人員には、従来当社で実施しておりました社外作製の縫製

加工品の検品作業を外部委託することによる人員削減分を含んでおり

ます。なお、本件は平成 20 年 10 月より実施しております。 
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    ②役員報酬の削減 
      常勤役員４名の役員報酬を、平成 20 年９月より平均 20％削減いたします（削

減期間の設定はせず当面継続する予定）。 
また、専務取締役（兼）東京支店長の役員が、平成 20 年９月 30 日付けで退

任（辞任）いたしました。（平成 20 年 8 月 31 日時点の役員 10 名が、平成 20
年 10 月１日時点で役員９名となりました） 
 （※）退任した役員が担当しておりました専務取締役の業務につきまして

は他の役員が対応し、東京支店長につきましては新たに社員から選

任して対応いたします。 
 
    ③事務所の移転・ショールームの廃止等 
      今後、営業所の移転（札幌支店、仙台支店、さいたま支店、広島支店）、ショ

ールームの廃止（さいたまショールーム、広島ショールーム）を平成 21 年５月

に予定しております。実施時期につきましては、賃貸借契約条項（契約書には

解約に際し６ヶ月前予告が定められている）及び当社の繁忙期を考慮のうえ計

画（当社は１年のなかで３月が 大の繁忙月であり、引越準備等を考慮のうえ

５月の移転及び廃止を予定）しており、平成 21 年３月期での削減効果は無く、

削減効果が表れるのは平成 22 年３月期以降となります。 
      また、本社における駐車場の賃貸借契約につきまして、平成 20 年 11 月より

駐車場の一部を返還する予定であります。 
 
    ④その他経費の削減 
      その他の経費（消耗品費、旅費交通費、陸上運賃、販売手数料等）を見直し、

削減強化いたします。 
 

その結果、平成 21 年３月期の販売管理費は、期初計画に比べ 35 百万円の削減

（3.3％減少）を予定しております。 
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４．今後の見通し及び上場維持に向けて 
   当社は、前述しました今後の計画の実現及び更なる業績向上を目指し、全社員が一

丸となって取り組む所存であります。 
   なお、今般、本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 21 年４月末まで延長されます。引き続き上場維持

に向けて、一日でも早く諸施策の取り組みを具体化し、成果を上げてまいります。 
   株主、投資家の皆様には、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

 
 
 

（参考） 
 平成 20 年８月１日に発表しました平成 21 年３月期（平成 20 年４月１日～平成

21 年３月 31 日）の業績予想は以下の通りです。 
                                  単位：百万円 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成 21 年３月期（予想） 1,550 △140 △150 △160
平成 20 年３月期（実績） 1,486 △285 △288 △349

 
 

 以上 


