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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 649 ― △197 ― △204 ― △213 ―
20年3月期第2四半期 725 △0.8 △206 ― △195 ― △226 ―

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

21年3月期第2四半期 △37.00 16.00
20年3月期第2四半期 △56.00 8.00

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

21年3月期第2四半期 1,574 1,000 63.5 173.91
20年3月期 1,712 1,050 61.4 259.80

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,000百万円 20年3月期  1,050百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 1,650 4.2 △130 ― △140 ― △160 ― △27.06

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） 

(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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  ・本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化な
どにより異なる場合があります。 
  ・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
  ・第三者割当増資により、平成20年４月30日に2,030,000株を増加し、6,074,150株（自己株式800株含む）となりました。なお、期中平均株式数につきましては、20年３月
期は4,043,350株、21年３月期第２四半期は5,751,656株、21年３月期（平成21年３月期連結業績予想の通期）は5,912,062株であります。  

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） 21年3月期第2四半期  6,074,150株 20年3月期  4,044,150株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  800株 20年3月期  800株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  5,751,656株 20年3月期第2四半期  4,043,350株
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当第２四半期における我が国経済は、原油及び原材料価格の高騰、米国のサブプライムローン問題を背

景とする金融市場の混乱等の影響を受け、景気は減速感が高まり先行きの不安定感も強まることとなりま

した。 

当カーテン業界におきましては、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

の影響による新設住宅着工総戸数の減少は落ち着きつつあるものの、景気の減速感による住宅の買い控え

や資材価格の高騰による影響等、厳しい経営環境で推移いたしました。 

このような状況の下、当社グループは商品面におきましては、平成20年４月より新たに、当社グループ

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」の販売を開始いたしました。また、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。 

営業面におきましては、首都圏を中心に得意先への取組みを強化しましたが、前連結会計年度より続い

ております新設住宅着工総戸数減少の影響を受け、売上高は大幅な減少となりました。 

利益面におきましては、販売費及び一般管理費は削減に努め大幅に減少いたしましたが、営業外費用と

して資本・業務提携及び第三者割当による新株式の発行に伴う費用等が発生、特別損失として事務所の移

転費用等が発生いたしました。 

以上の結果、当第２四半期の売上高は649百万円、営業損失は197百万円、経常損失は204百万円、四半

期純損失は213百万円となりました。 

第３四半期以降におきましては、平成20年７月に改訂発表した「インハウス」見本帳による販売強化、

さらなる販売費及び一般管理費の削減に努めてまいります。 

  
  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ104百万円減少して761百万円となりました。これは、商品が44百

万円増加、貯蔵品が16百万円増加、受取手形及び売掛金が110百万円減少、現金及び預金が57百万円減少

したことなどによります。固定資産は、33百万円減少して812百万円となりました。これは、差入保証金

が27百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ138百万円減少し、1,574百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ89百万円減少して527百万円となりました。これは、短期借入金

が75百万円減少、未払消費税等が13百万円減少したことなどによります。固定負債は、１百万円増加して

46百万円となりました。これは、退職給付引当金が２百万円増加したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ87百万円減少し、573百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ50百万円減少し、1,000百万円となりました。これは、利益剰

余金が135百万円増加、資本金が81百万円増加、資本剰余金が268百万円減少したことなどによります。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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平成21年３月期の連結業績予想につきましては、現在のところ平成20年８月１日に発表しました通期の

業績予想に変更はありません。 

  
  
  

該当事項はありません。 

  
  

退職給付債務等の算定につきましては、簡便な方法を採用しております。 

  
  

・当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

・棚卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽

微であります。 

  

  

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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 118,802 175,841 

受取手形及び売掛金 213,396 323,708 

商品 383,730 339,552 

貯蔵品 29,752 13,341 

その他 16,595 14,384 

貸倒引当金 △813 △1,121 

流動資産合計 761,463 865,706 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 255,423 265,670 

土地 289,500 289,500 

その他（純額） 2,243 0 

有形固定資産合計 547,167 555,170 

無形固定資産 1,062 － 

投資その他の資産 

投資有価証券 60,483 59,833 

長期貸付金 15,000 15,000 

差入保証金 120,574 147,987 

その他 72,991 71,081 

貸倒引当金 △4,694 △2,619 

投資その他の資産合計 264,355 291,283 

固定資産合計 812,584 846,453 

資産合計 1,574,048 1,712,160 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 161,246 147,453 

短期借入金 300,000 375,000 

未払法人税等 7,174 12,953 

未払消費税等 1,350 14,924 

賞与引当金 2,500 5,000 

その他 54,999 61,094 

流動負債合計 527,271 616,425 

固定負債 

繰延税金負債 9,121 8,839 

退職給付引当金 24,862 22,106 

役員退職慰労引当金 5,324 5,324 

その他 7,200 9,000 

固定負債合計 46,507 45,270 

負債合計 573,779 661,695 

純資産の部 

株主資本 

資本金 737,407 656,207 

資本剰余金 391,359 659,823 

利益剰余金 △144,665 △280,606 

自己株式 △217 △217 

株主資本合計 983,884 1,035,206 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 16,384 15,257 

評価・換算差額等合計 16,384 15,257 

純資産合計 1,000,269 1,050,464 

負債純資産合計 1,574,048 1,712,160 
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(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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 649,567 

売上原価 272,671 

売上総利益 376,896 

販売費及び一般管理費 

貸倒引当金繰入額 1,866 

給料及び手当 205,844 

賞与 2,785 

賞与引当金繰入額 2,500 

退職給付費用 3,865 

業務委託費 27,524 

賃借料 56,454 

減価償却費 11,935 

その他 261,984 

販売費及び一般管理費合計 574,761 

営業損失（△） △197,865 

営業外収益 

為替差益 2,689 

受取賃貸料 4,520 

その他 2,428 

営業外収益合計 9,637 

営業外費用 

支払利息 2,795 

売上割引 693 

賃貸収入原価 4,493 

デリバティブ評価損 1,399 

資本・業務提携関連費用 6,543 

その他 0 

営業外費用合計 15,925 

経常損失（△） △204,153 

特別利益 

投資有価証券売却益 740 

その他 260 

特別利益合計 1,000 

特別損失 

退店店舗の現状復帰費用 966 

事務所移転費用 3,432 

その他 157 

特別損失合計 4,555 

税金等調整前四半期純損失（△） △207,709 

法人税、住民税及び事業税 6,013 

法人税等合計 6,013 

四半期純損失（△） △213,722 
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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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20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損失（△） △207,709 

減価償却費 11,935 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,766 

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,500 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,755 

受取利息及び受取配当金 △1,235 

支払利息及び社債利息 2,795 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △740 

売上債権の増減額（△は増加） 110,311 

たな卸資産の増減額（△は増加） △60,588 

仕入債務の増減額（△は減少） 13,792 

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,574 

その他の資産の増減額（△は増加） △4,194 

その他の負債の増減額（△は減少） △7,881 

その他 1,615 

小計 △153,449 

利息及び配当金の受取額 1,169 

利息の支払額 △2,669 

法人税等の支払額 △13,279 

営業活動によるキャッシュ・フロー △168,228 

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 △3,861 

無形固定資産の取得による支出 △1,107 

投資有価証券の売却による収入 1,500 

その他の収入 28,954 

その他の支出 △1,696 

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,789 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の返済による支出 △75,000 

株式の発行による収入 162,400 

財務活動によるキャッシュ・フロー 87,400 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △57,039 

現金及び現金同等物の期首残高 175,841 

現金及び現金同等物の四半期末残高 118,802 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

当社グループは、前連結会計年度までの３連結会計年度に引続き、第２四半期連結累計期間（自 平成

20年４月１日 至 平成20年９月30日）においても197,865千円の営業損失を計上しました。加えて、営

業活動によるキャッシュ・フローも前連結会計年度までの３連結会計年度に引続き、第２四半期連結累計

期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）においても168,228千円のマイナスとなりまし

た。これにより、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

当社は、当該状況を解消すべく、営業面におきましては消費者の需要など外的要因に左右されにくく確

実に取引の見込める住宅メーカーなどの得意先に、営業活動を集中して行い売上高の拡大を図るととも

に、取引が伸び悩んでいる一部の得意先に対しては、販売キャンペーンを実施するなどして売上高を確保

いたします。 

また、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することで新規得意先を獲得し、売上高の拡大につなげてまいります。 

経費面におきましては、平成20年９月より常勤役員の役員報酬を平均20％カットするとともに、平成20

年10月より役員を１名減少、平成21年３月までに従業員の約16％にあたる人員を削減する予定でありま

す。また、消耗品、旅費交通費などの販売費及び一般管理費を見直し、削減強化を実行する予定にしてお

ります。 

なお、当社第２四半期連結会計期間末現在の現金及び預金残高は118,802千円であり、当面の資金繰に

ついて懸念はないものと考えております。 

四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半期

連結財務諸表には反映しておりません。 

  
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当社は、平成20年４月30日付けで、アイカ工業株式会社から第三者割当増資の払い込みを受け、当第

２四半期連結累計期間において資本金が81,200千円、資本剰余金が81,200千円増加しました。また、資

本剰余金の取崩しによる欠損補填を349,664千円行いました。この結果、当第２四半期連結累計期間に

おいて資本金が81,200千円増加、資本剰余金が268,464千円減少し、当第２四半期連結累計期間末にお

いて資本金が737,407千円、資本剰余金が391,359千円となっております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」
前年同四半期の係る財務諸表
(1)中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 725,294 100.0

Ⅱ 売上原価 306,923 42.3

  売上総利益 418,371 57.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 貸倒引当金繰入額 480

 ２ 給与手当 220,613

 ３ 賞与引当金繰入額 5,000

 ４ 退職給付費用 2,531

 ５ 業務委託費 38,561

 ６ 賃借料 64,848

 ７ 見本帳費 29,976

 ８ 減価償却費 12,387

 ９ 広告宣伝費 64,218

 10 その他 185,964 624,582 86.1

  営業損失 206,210 △28.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 491

 ２ 為替差益 6,466

 ３ 賃貸収入 4,227

 ４ 保険配当金 1,959

 ５ その他 2,260 15,403 2.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 2,378

 ２ 売上割引 205

 ３ デリバティブ評価損 1,761

 ４ その他 2 4,347 0.6

  経常損失 195,155 △26.9

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 350

 ２ 過年度損益修正益 211 562 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 40

 ２ 減損損失 22,922

 ３ その他 3,402 26,364 3.6

  税金等調整前中間純損失 220,957 △30.5

  法人税、住民税及び事業税 5,787 0.8

  中間純損失 226,745 △31.3
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(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純損失（△） △220,957

 ２ 減価償却費 12,387

 ３ 減損損失 22,922

 ４ 貸倒引当金の減少額 △34,052

 ５ 退職給付引当金の 
   増加額・減少額（△）

1,661

 ６ 受取利息及び受取配当金 △1,162

 ７ 支払利息 2,378

 ８ 有形固定資産除却損 40

 ９ 売上債権の減少額 66,878

 10 たな卸資産の減少額 21,658

 11 仕入債務の減少額（△） △47,493

 12 未払消費税等の増加額 2,706

 13 その他資産の減少額 29,524

 14 その他負債の減少額（△） △3,915

 15 その他 33,853

    小     計 △113,570

 16 利息及び配当金の受取額 1,162

 17 利息の支払額 △2,500

 18 法人税等の支払額 △11,800

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

△126,709
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前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー
 １ 有形固定資産の取得による 
   支出

△4,139

 ２ 無形固定資産の取得による 
   支出

△548

 ３ 貸付けによる支出 △30,000

 ４ その他投資の取得による支 
   出

△2,691

 ５ その他投資の返還による収 
   入

8,405

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△28,974

Ⅲ 財務活動による
  キャッシュ・フロー

―

Ⅳ 現金及び現金同等物
  の増減額

△155,683

Ⅴ 現金及び現金同等物
  の期首残高

430,853

Ⅵ 現金及び現金同等物の
  中間期末残高

275,169
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(3)継続企業の前提に関する注記

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

 当社グループは、前々連結会計年度137,518千円、前連結会計年度387,226千円と連続して重要な営

業損失を計上し、当中間連結会計期間も206,210千円の営業損失を計上しました。加えて、営業活動

によるキャッシュ・フローも前々連結会計年度57,077千円、前連結会計年度73,516千円と連続してマ

イナスとなり、当中間連結会計期間も126,709千円のマイナスとなりました。これにより当社グルー

プには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 この主な要因は、前々連結会計年度におきましては、ハイブランドを方針とした見本帳「サザンク

ロス」において、高めの販売価額設定や掛率設定により得意先との取引条件の交渉が難航したことに

よる影響等で売上高が大幅に減少したためであります。前連結会計年度におきましては、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」取引条件の交渉難航による得意先離れ等で売上高が大幅に減少したためであります。当

中間連結会計期間におきましては、新設住宅着工総戸数の減少による影響、小売および工事事業者へ

の販売減少等により売上高が当初見込みより大幅に減少したためであります。

 当社グループではこのような状況を解消すべく、より消費者のニーズに添う商品構成で６月に見本

帳改訂した「サザンクロス」の販売強化による売上増、さらに12月予定で花粉やダニアレル物質の働

きを抑え、快適な室内環境を提案する商品で構成する新たな見本帳「サザンウインド」の発刊による

販売強化を行うとともに、販売費及び一般管理費の削減をより一層強化することにより利益回復を図

る所存であります。

 また、当社グループが安定した企業収益を確保するために、今後は新商品の開発販売の早期実現を

目指してまいります。

 中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を中間

連結財務諸表には反映しておりません。
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該当事項はありません。 

  
  

当社グループの商品は、受注から納品までの期間がきわめて短いため、記載を省略しております。 

  
  

当社グループは、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っているため、

事業の種類別セグメントごとの記載は行っておりません。 

事業の種類別セグメントの販売実績に代えて、当第２四半期連結累計期間における商品区分別の販売

実績を記載すると次のとおりであります。 

 

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

6. 生産、受注及び販売の状況
(1) 生産実績

(2) 受注状況

(3) 販売実績

区 分

   当第２四半期連結累計期間
（自  平成20年４月１日 

    至 平成20年９月30日）

金額(千円) 構成比(％)

生   地 206,721 31.8

縫 製 品 341,014 52.5

そ の 他 101,830 15.7

合   計 649,567 100.0
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