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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 1,317 △16.8 △310 ― △317 ― △340 ―
20年3月期 1,583 2.2 △289 ― △284 ― △349 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △57.62 ― △35.7 △20.2 △23.6
20年3月期 △86.52 ― △28.4 △14.9 △18.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 1,429 858 60.1 141.33
20年3月期 1,712 1,050 61.4 259.80

（参考） 自己資本   21年3月期  858百万円 20年3月期  1,050百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △194 26 157 165
20年3月期 △247 △32 25 175

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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）

 

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

520 △19.9 △50 ― △55 ― △70 ― △11.53

通期 1,110 △15.8 5 ― 0 ― △25 ― △4.12

－1－



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

 (注) 詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 (注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  800株 20年3月期  800株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 1,222 △17.7 △325 ― △329 ― △340 ―
20年3月期 1,486 6.5 △285 ― △288 ― △349 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

21年3月期 △57.62 ―
20年3月期 △86.47 ―

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 1,422 858 60.4 141.32
20年3月期 1,704 1,050 61.6 259.78

（参考） 自己資本 21年3月期  858百万円 20年3月期  1,050百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
・第三者割当増資により、平成20年４月30日に2,030,000株増加し、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月期は5,912,062株であります。 

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 
累計期間 480 △20.7 △50 ― △50 ― △65 ― △10.70

通期 1,030 △15.7 5 ― 0 ― △20 ― △3.29

－2－



当連結会計年度における我が国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した金融危機の影響を受

け、企業収益の減少や雇用環境の悪化、先行き不安による個人消費支出の鈍化など景気は急速に悪化

し、かつてない深刻な状況になっています。 

 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

行の影響による混乱は収束したものの、景気の急速な悪化による住宅の買い控えが一層強まるなど、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 高級ブランドであ

ります「ニヤノルディスカ」の販売を開始するとともに、平成20年７月にはメインブランドであります

「インハウス」見本帳の改訂を実施いたしました。 

 営業面におきましては、首都圏を中心に得意先への販売活動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、景気悪化の影響を受け、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・業務提携関連費用等が発生いたしました。 

 小売事業面におきましては、不採算店舗のイフ神戸元町店を平成21年3月に閉鎖いたしました。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は前年同期比16.8％減の1,317百万円、営業損失は310百万円

（前連結会計年度は289百万円の営業損失）、経常損失は317百万円（前連結会計年度は284百万円の経

常損失）、当期純損失は340百万円（前連結会計年度は349百万円の当期純損失）となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、世界的な景気後退が長期化し設備投資の減少や雇用環境の悪化から、

景気回復には時間を要するものと考えられます。 

 カーテン業界におきましては、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減少している

ことから、依然として厳しい状況が続くものと思われます。 

 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、差し替え可能な見本帳仕様であります

「インハウス」において、より消費者のニーズに沿うトレンドな商品を途中で追加するなど、市場の動

向に迅速に対応してまいります。 

 営業面におきましては、取り組み次第で売上高の見込める得意先を中心に営業活動を実施し、１人当

たりの営業員の売上高増加を図るとともに、見本帳以外の商品（インテリア小物など）の販売にも注力

してまいります。 

 経費面におきましては、就業人員の見直しを図ることによる人件費の削減、営業所及びショールーム

の一部について移転又は廃止することによる賃借料の削減、さらに広告宣伝費、旅費及び交通費等の販

売費及び一般管理費を削減するなど大幅な合理化を予定しております。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

（次期の見通し）
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流動資産は、前連結会計年度末に比べ138百万円減少して727百万円となりました。これは、受取手

形及び売掛金が99百万円減少、商品が30百万円減少、現金及び預金が10百万円減少したことなどによ

ります。固定資産は、144百万円減少して701百万円となりました。これは、差入保証金が34百万円減

少、投資有価証券が23百万円減少、建物及び構築物（純額）が22百万円減少、投資その他の資産にお

けるその他が63百万円（保険積立金51百万円、会員権15百万円など）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282百万円減少し、1,429百万円となりました。 

  

流動負債は、前連結会計年度末に比べ154百万円減少して462百万円となりました。これは、短期借

入金が77百万円減少、支払手形及び買掛金が38百万円減少、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、63百万円増加して108百万円となりました。これは、長期借入金が71百

万円増加、繰延税金負債が6百万円減少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90百万円減少し、570百万円となりました。 

  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ192百万円減少し、858百万円となりました。これは、資本

金が81百万円増加、利益剰余金が9百万円増加、資本剰余金が268百万円減少したことなどによりま

す。 

  

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194百万円の支出、「投資活動

によるキャッシュ・フロー」は26百万円の収入、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は157百万

円の収入となり、「現金及び現金同等物の期末残高」は前連結会計年度末に比べ10百万円減少し、

165百万円となりました。 

  

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、194百万円の支出（前連結会計年

度は247百万円の支出）となりました。主な収入は、売上債権の増減額による99百万円、保険積立金

の解約による収入52百万円、支出は、税金等調整前純損失328百万円であります。 

  

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、26百万円の収入（前連結会計年度

は32百万円の支出）となりました。主な収入は、その他の収入36百万円であります。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、157百万円の収入（前連結会計年

度は25百万円の収入）となりました。主な収入は、株式の発行による収入162百万円であります。 

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（イ）資産

（ロ）負債

（ハ）純資産

②キャッシュ・フローの状況

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（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 
    キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
    インタレスト・ガバレッジ・レシオ：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算出しております。 
    ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
    ※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

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。また、利払いにつきましては、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。 

  

株主に対する利益還元を経営の 重要課題の１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を方針として

おります。 

 しかしながら、当期の期末配当金におきましては４期連続で純損失となることから、誠に遺憾ながら

無配といたしました。株主の皆様には深くお詫び申し上げるとともに、早期の復配を目指して努力いた

す所存でございます。 

  

①市場の動向に関するもの 

カーテンは住宅の新設時に販売することが多い為、新設住宅着工戸数が低く推移することは当社グル

ープの業績に重大な影響を及ぼします。 

  

②為替レートの変動 

当社グループでは生地仕入のおよそ半分を輸入しており、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おこなっております。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 

原油価格の上昇は仕入コストに反映される為、今後の動向に留意する必要があります。 

  

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 66.8 61.4 60.1

時価ベースの自己資本比率（％） 37.3 16.8 23.8

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率（％）

△4.8 △1.5 △1.9

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

△30.1 △47.2 △36.9

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象（重要事象）が存在しております。  

 当社グループは、４連結会計年度続けて営業損失を計上するとともに、営業活動によるキャッシュ・

フローも４連結会計年度続けてマイナスとなりました。  

 当社は、当該状況を解消すべく商品面におきましては、差し替え可能な見本帳仕様であります「イン

ハウス」において、より消費者のニーズに沿うトレンドな商品を途中で追加するなど、市場の動向に迅

速に対応してまいります。  

 営業面におきましては、取り組み次第で売上高の見込める得意先を中心に営業活動を実施し、１人当

たりの営業員の売上高増加を図るとともに、見本帳以外の商品（インテリア小物など）の販売にも注力

してまいります。  

 経費面におきましては、就業人員の見直しを図ることによる人件費の削減、営業所及びショールーム

の一部について移転又は廃止することによる賃借料の削減、さらに広告宣伝費、旅費及び交通費等の販

売費及び一般管理費を削減するなど大幅な合理化を予定しております。  

 また、年間の運転資金として50,000千円を、金融機関から借入を予定しております。  

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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関係会社の状況 

 
（注）有価証券報告書を提出しております。 

  

なお、 近の有価証券報告書（平成20年６月30日提出）における「事業系統図（事業の内容）」から重要

な変更がないため、「事業系統図（事業の内容）」の開示を省略いたします。 

  

  

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。 

  

当社は、継続企業の前提に関する重要事象が発生しており、現在は具体的に経営指標に関する数値を

算定しておりません。 

  

カーテン業界におきましては、住宅建設の着工戸数が不透明なため今後は厳しい状況が予想されま

す。当社グループといたしましては、より消費者のニーズに沿う新商品の開発を早期に行い販売してま

いります。 

  

当社グループが対処すべき課題といたしましては、売上高及び利益の早期回復を 重要課題として取

り組んでまいります。今後は営業員への本部指導体制をさらに強化し、取り組み次第で売上高の見込め

る得意先を中心に営業活動を実施し、１人当たりの営業員の売上高の増加及び経費の削減を図ってまい

ります。 

 小売事業部門におきましては、見本帳商品の他にオリジナル商品の強化とサービス向上に努め顧客獲

得に取り組んでまいります。 

2. 企業集団の状況

名称 住所 資本金
主要な事業
 の内容

議決権の所有
又は 

被所有割合 
(％)

関係内容

(連結子会社)

株式会社イフ 愛知県小牧市 1,500万円
室内装飾品
の販売

100.0

当社の商品及びオリジナル商品
の販売をしております。 
資金の貸付を行っております。 
設備を賃貸しております。 
役員の兼任３名

(その他の関係会社) 被所有

アイカ工業株式会社
(注)

愛知県清須市 98億9,170万円

化成品、建装材
、住器建材、 
電子、その他の
製造及び販売

33.4
資本・業務提携を行っておりま
す。 
営業上の取引はありません。

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.連結財務諸表

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 175,841 165,374 

受取手形及び売掛金 323,708 223,812 

商品 339,552 309,219 

貯蔵品 13,341 14,449 

その他 14,384 15,379 

貸倒引当金 △1,121 △1,043 

流動資産合計 865,706 727,191 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 265,670 243,475 

土地 289,500 289,500 

その他（純額） 0 0 

有形固定資産合計 ※1 555,170 ※1 532,976 

投資その他の資産 

投資有価証券 59,833 36,537 

長期貸付金 15,000 15,000 

差入保証金 147,987 113,907 

その他 71,081 7,974 

貸倒引当金 △2,619 △4,403 

投資その他の資産合計 291,283 169,016 

固定資産合計 846,453 701,992 

資産合計 1,712,160 1,429,184 

五洋インテックス㈱（7519）平成21年３月期　決算短信

－8－



(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 147,453 108,758 

短期借入金 375,000 297,992 

未払法人税等 12,953 12,916 

未払消費税等 14,924 1,778 

賞与引当金 5,000 2,170 

その他 61,094 38,748 

流動負債合計 616,425 462,363 

固定負債 

長期借入金 － 71,842 

繰延税金負債 8,839 2,129 

退職給付引当金 22,106 23,771 

役員退職慰労引当金 5,324 5,324 

その他 9,000 5,400 

固定負債合計 45,270 108,466 

負債合計 661,695 570,829 

純資産の部 

株主資本 

資本金 656,207 737,407 

資本剰余金 659,823 391,359 

利益剰余金 △280,606 △271,595 

自己株式 △217 △217 

株主資本合計 1,035,206 856,953 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 15,257 1,401 

評価・換算差額等合計 15,257 1,401 

純資産合計 1,050,464 858,354 

負債純資産合計 1,712,160 1,429,184 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 1,583,938 1,317,681 

売上原価 679,824 604,336 

売上総利益 904,114 713,344 

販売費及び一般管理費 

貸倒引当金繰入額 2,100 2,328 

給料及び手当 432,864 385,299 

賞与 21,735 6,371 

賞与引当金繰入額 5,000 2,170 

退職給付費用 4,520 7,694 

業務委託費 73,942 51,718 

賃借料 122,669 104,958 

減価償却費 24,729 24,445 

その他 506,075 439,163 

販売費及び一般管理費合計 1,193,637 1,024,148 

営業損失（△） △289,522 △310,804 

営業外収益 

為替差益 9,727 3,787 

受取賃貸料 8,454 9,030 

その他 7,520 4,035 

営業外収益合計 25,702 16,853 

営業外費用 

支払利息 5,027 5,234 

売上割引 445 1,310 

賃貸収入原価 8,400 8,976 

たな卸資産処分損 2,327 － 

デリバティブ評価損 3,908 1,399 

資本・業務提携関連費用 － 6,543 

その他 254 136 

営業外費用合計 20,363 23,601 

経常損失（△） △284,183 △317,552 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 702 － 

投資有価証券売却益 740 740 

保険積立金解約益 － 741 

その他 269 241 

特別利益合計 1,711 1,723 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別損失 

固定資産除却損 ※1 40 ※1 0 

減損損失 ※2 44,024 ※2 3,216 

投資有価証券評価損 7,568 1,969 

会員権売却損 － 2,000 

退店店舗の現状復帰費用 － 2,191 

事務所移転費用 － 2,791 

その他 3,969 681 

特別損失合計 55,602 12,851 

税金等調整前当期純損失（△） △338,074 △328,680 

法人税、住民税及び事業税 11,767 11,972 

法人税等合計 11,767 11,972 

当期純損失（△） △349,841 △340,652 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 656,207 656,207 

当期変動額 

新株の発行 － 81,200 

当期変動額合計 － 81,200 

当期末残高 656,207 737,407 

資本剰余金 

前期末残高 852,070 659,823 

当期変動額 

新株の発行 － 81,200 

欠損填補 △192,246 △349,664 

当期変動額合計 △192,246 △268,464 

当期末残高 659,823 391,359 

利益剰余金 

前期末残高 △123,012 △280,606 

当期変動額 

当期純損失（△） △349,841 △340,652 

欠損填補 192,246 349,664 

当期変動額合計 △157,594 9,011 

当期末残高 △280,606 △271,595 

自己株式 

前期末残高 △217 △217 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △217 △217 

株主資本合計 

前期末残高 1,385,047 1,035,206 

当期変動額 

新株の発行 － 162,400 

当期純損失（△） △349,841 △340,652 

当期変動額合計 △349,841 △178,252 

当期末残高 1,035,206 856,953 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 25,967 15,257 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△10,709 △13,856 

当期変動額合計 △10,709 △13,856 

当期末残高 15,257 1,401 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 25,967 15,257 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△10,709 △13,856 

当期変動額合計 △10,709 △13,856 

当期末残高 15,257 1,401 

純資産合計 

前期末残高 1,411,015 1,050,464 

当期変動額 

新株の発行 － 162,400 

当期純損失（△） △349,841 △340,652 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,709 △13,856 

当期変動額合計 △360,551 △192,109 

当期末残高 1,050,464 858,354 

五洋インテックス㈱（7519）平成21年３月期　決算短信

－13－



(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純損失（△） △338,074 △328,680 

減価償却費 24,729 24,445 

減損損失 44,024 3,216 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32,999 1,705 

賞与引当金の増減額（△は減少） － △2,830 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,541 1,664 

受取利息及び受取配当金 △2,123 △1,843 

支払利息及び社債利息 5,027 5,234 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △740 △740 

有形固定資産除却損 40 0 

投資有価証券評価損益（△は益） 7,568 1,969 

売上債権の増減額（△は増加） △22,298 99,895 

たな卸資産の増減額（△は増加） 70,968 29,224 

仕入債務の増減額（△は減少） △53,105 △38,694 

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,530 △13,145 

その他の資産の増減額（△は増加） 31,909 11,491 

その他の負債の増減額（△は減少） △16,175 △25,973 

その他 34,183 1,819 

小計 △231,995 △231,241 

利息及び配当金の受取額 2,123 1,779 

利息の支払額 △5,242 △5,264 

保険積立金の解約による収入 － 52,871 

法人税等の支払額 △12,553 △12,149 

営業活動によるキャッシュ・フロー △247,667 △194,004 

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 △24,229 △4,094 

無形固定資産の取得による支出 △1,336 △1,217 

投資有価証券の売却による収入 1,500 1,500 

貸付けによる支出 △30,000 － 

貸付金の回収による収入 15,000 － 

その他の収入 9,891 36,877 

その他の支出 △3,169 △6,762 

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,344 26,303 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 25,000 － 

短期借入金の返済による支出 － △85,000 

長期借入れによる収入 － 80,000 

長期借入金の返済による支出 － △166 

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 25,000 157,234 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △255,011 △10,467 

現金及び現金同等物の期首残高 430,853 175,841 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 175,841 ※1 165,374 
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(5) 継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31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、当連結会計年度も289,522千円の営業損失を計

上しました。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、商品面におきまし

ては平成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。カーテンレールな

ど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。また、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。今回の「インハウス」

は、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

ております。 

 営業面におきましては、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。

 さらに、平成20年４月14日にアイカ工業株式会社と

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は、建装材（化粧板など）、

住器建材（インテリア製品など）などを製造・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新たな販路の獲得

を図るとともに、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など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。 

 なお、当連結会計年度末現在の現金及び預金残高は

175,841千円であり、また、平成20年４月に実施した新

株式の発行により162,400千円の資金を得たことから、

当面の資金繰りについて懸念はないものと考えており

ます。

 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連結財務諸表に

は反映しておりません。

 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、当連結会計年度においても310,804千円

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、当 連 結 会 計 年 度 に お い て も

194,004千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。  

 当社は、当該状況を解消すべく商品面におきまして

は、差し替え可能な見本帳仕様であります「インハウ

ス」において、より消費者のニーズに沿うトレンドな

商品を途中で追加するなど、市場の動向に迅速に対応

してまいります。  

 営業面におきましては、取り組み次第で売上高の見

込める得意先を中心に営業活動を実施し、１人当たり

の営業員の売上高増加を図るとともに、見本帳以外の

商品（インテリア小物など）の販売にも注力してまい

ります。  

 経費面におきましては、就業人員の見直しを図るこ

とによる人件費の削減、営業所及びショールームの一

部について移転又は廃止することによる賃借料の削

減、さらに広告宣伝費、旅費及び交通費等の販売費及

び一般管理費を削減するなど大幅な合理化を予定して

おります。  

 また、年間の運転資金として50,000千円を、金融機

関から借入を予定しております。  

 しかしながら、これらの対応策を関係者との協議を

行いながら進めている途上であるため、現時点では継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。  

 なお、当社グループは上記のような対応策を実行中

であり、連結財務諸表は継続企業を前提として作成し

ており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を連結財務諸表には反映しておりません。 
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近の有価証券報告書（平成20年６月30日提出）における記載から次に掲げる事項を除き重要な変

更がないため開示を省略いたします。 

１．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

２．リース取引に関する会計基準の適用 

  

 
  

  

 
  

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

─────── 
 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）
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、当連結会計年度より
「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。

（リース取引に関する会計基準）
当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業審議
会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取
引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計
制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用しており
ます。
なお、これによる損益に与える影響はありません。

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

805,177千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

800,567千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 固定資産除却損の内訳
器具備品 40千円

計 40千円
 

※１ 固定資産除却損の内訳
器具備品 0千円

計 0千円

 

 

※２ 減損損失

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。

区分 用途 種類 場所
減損損失
(千円)

当社
事業用 
資産

建物等
愛知県小牧市 
東京都新宿区他

40,896

当社 賃貸資産 建物等 静岡県浜松市他 58

子会社
事業用 
資産

建物等 静岡県浜松市他 3,068

計 44,024

 当社グループは、他の資産又は資産グループのキャ

ッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出す単位として、当社は資産を事業用資産と賃

貸資産にグルーピングしており、子会社は全ての資産

を事業用資産にグルーピングしております。

 当連結会計年度におきましては、これら資産グルー

プについて営業活動から生ずる損益が継続してマイナ

スであることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いた

しました。なお、減損損失の内訳は次のとおりであり

ます。 

 また、当資産グループの回収可能価額は、不動産鑑

定評価額等正味売却価額により測定しております。

種類 金額

建物及び構築物 7,585千円

運搬具 52千円

器具備品 34,825千円

商標権 786千円

ソフトウェア 550千円

長期前払費用 224千円

計 44,024千円

 

 

※２ 減損損失

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しております。

区分 用途 種類 場所
減損損失
(千円)

当社
事業用
資産

建物等
愛知県小牧市 
東京都新宿区他

3,216

計 3,216

 当社グループは、他の資産又は資産グループのキャッ

シュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生

み出す単位として、資産を事業用資産と賃貸資産にグル

ーピングしており、子会社は全ての資産を事業用資産に

グルーピングしております。

 当連結会計年度におきましては、これら資産グループ

について営業活動から生ずる損益が継続してマイナスで

あることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしまし

た。なお、減損損失の内訳は次のとおりであります。 

 また、当資産グループの回収可能価額は、不動産鑑定

評価額等正味売却価額により測定しております。

種類 金額

建物及び構築物 1,177千円

器具備品 897千円

商標権 489千円

ソフトウェア 548千円

長期前払費用 103千円

計 3,216千円
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 
増加数の内訳は、次の通りであります。 

第三者割当による新株式の発行により増加 2,030,000株 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
  
  

  

  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,044,150 ― ― 4,044,150

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 800 ─ ─ 800

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,044,150 2,030,000 ― 6,074,150

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 800 ─ ─ 800

(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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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 175,841千円

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 175,841千円
 

※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 165,374千円

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 165,374千円
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平

成20年４月１日 至 平成21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。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平

成20年４月１日 至 平成21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。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平

成20年４月１日 至 平成21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。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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）

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

運搬具

（千円）

取得価額相当額 5,100

減価償却累計額相当額 2,890

期末残高相当額 2,210

（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。

ファイナンス・リース取引
（借主側）
(１)リース資産の内容

・有形固定資産

運送用の運搬具であります。
(２)リース資産の減価償却の方法
 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして
算定する方法によっております。

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,020千円

１年超 1,190千円

合計 2,210千円

（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。

 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,020千円

減価償却費相当額 1,020千円

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。 
 

（減損損失について）

  リース資産に配分された減損損失はありません。
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(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。 

近隣の地代を参考にして、同等の価格によっております。 

  

当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 企業会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 企業会計基準第13号)を適用しております。 

  

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等 

  

 
取引金額及び期末残高には消費税を含んでおりません。 

 (注１)当社銀行借入に対する債務被保証については、保証料の支払いは生じておりません。愛知県信用保証協会との

信用保証委託契約を締結するにつき、該当契約については連帯保証契約を受けたものであります。 

(注２)近隣の地代を参考にして、同等の価格によっております。 

  

(関連当事者情報)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

 役員及び個人主要株主等

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 

（被所有）
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及 
びその 
近親者

大脇鏡二 
(提出会社の
代表取締役
社長大脇功
嗣の伯父)

― ― ―
被所有
直接0.0

― ―
駐車場の
賃借

5,165 前払費用 451

子会社 株式会社 
イフ

愛知県 
小牧市

15,000 室内装飾用
織物の販売

所有
直接100.0

兼任
３名

当社
商品の 
販売

商品の販売 79,494 売掛金 19,044

賃金の貸付 ─ 長期 
貸付金

160,000

利息の受取 1,124 その他 85

資産の賃貸 4,284 その他 71

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

  (追加情報)

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
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 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

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 功嗣 ― ―
当社代表取
締役社長

被所有
直接5.6 債務被保証

当社銀行借
入に対する
債務被保証
(注１)

79,834 ― ―

大脇鏡二 
(提出会社の代
表取締役社長大
脇功嗣の伯父)

― ― 農業
被所有

直接0.0
駐車場の
賃借

賃借料の支
払(注２)

4,635 前払費用 298

取引条件及び取引条件の決定方針等
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

(税効果会計関係)

(金融商品関係)

(資産除去債務関係)

(賃貸等不動産関係)
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前連結会計年度(平成20年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

  

当連結会計年度(平成21年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

(有価証券関係)

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 20,279 44,797 24,518

 
 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 15,457 15,036 △421

合計 35,736 59,833 24,097

区分
当連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

売却額（千円） 1,500

売却益の合計額（千円） 740

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 10,909 20,391 9,481

 
 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 22,097 16,146 △5951

合計 33,006 36,537 3,530

区分
当連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売却額（千円） 1,500

売却益の合計額（千円） 740
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１ 取引の状況に関する事項 

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度末（平成20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 

通貨関連 

 
  (注) 時価の算定方法 

  取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

  

当連結会計年度末（平成21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 

通貨関連 

 
  (注) 時価の算定方法 

  取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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。

(3) 取引の利用目的
同左

(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

区分 種類
契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価（千円）
評価損益
（千円）

市場取引以外 
の取引

為替予約取引 
買建

17,384 ─ 18,784 1,399

区分 種類
契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価（千円）
評価損益
（千円）

市場取引以外 
の取引

為替予約取引 
買建

― ― ― ―
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 
  (注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 

 
  

(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要
  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 22,106千円

②退職給付引当金の額 22,106千円
 

２ 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務の額 23,771千円

②退職給付引当金の額 23,771千円

 

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 4,520千円

 合計 4,520千円
 

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 7,694千円

合計 7,694千円

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

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 259.80円 １株当たり純資産額 141.33円

１株当たり当期純損失金額 86.52円 １株当たり当期純損失金額 57.62円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
 潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失（千円） 349,841 340,652

普通株式に係る当期純損失（千円） 349,841 340,652

普通株式の期中平均株式数（株） 4,043,350 5,912,062

五洋インテックス㈱（7519）平成21年３月期　決算短信

－25－



  

 
  

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

資本・業務提携の締結及び第三者割当による新株式の発
行について 
 当社は、平成20年４月14日開催の取締役会において、
下記のとおりアイカ工業株式会社との資本・業務提携を
行うこと及び第三者割当による新株式の発行を決議し、
同日、資本・業務提携に関する基本合意を締結するとと
もに、第三者割当増資については、平成20年４月30日に
全額の払込を受けております。
１．資本・業務提携の締結
 当社は、アイカ工業株式会社が持つ販売チャネルを
共有することで販売市場が広がり、カーテンとインテ
リア製品など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、平成20年４月14日に資本・業務提
携に関する基本合意を締結いたしました。
２．第三者割当による新株式の発行
 第三者割当による新株式の発行に関する平成20年４
月14日開催の取締役会決議の内容は次の通りです。

（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

（10）資金の使途

  資金の使途につきましては、借入金の返済に
75,000千円、ショルームなどの移転及び改装費用な
どに30,000千円を充当し、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でありま
す。

―――――――
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（生産、受注及び販売の状況） 

商品別売上高 

（単位 ： 千円）
 

    （注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

5.その他

           期 別

  区 分

  前連結会計年度
  

（自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日）

   当連結会計年度
  

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日）

金   額 構成比 金   額 構成比

％ ％

    生   地 504,169 31.8 418,016 31.7

  縫 製 品 869,986 54.9 680,635 51.7

  そ の 他 209,782 13.3 219,029 16.6

  合   計 1,583,938 100.0 1,317,681 100.0
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6.個別財務諸表

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 153,647 138,769 

受取手形 25,743 15,891 

売掛金 ※2 294,166 ※2 207,493 

商品 334,735 304,766 

貯蔵品 13,341 14,449 

前渡金 1,435 880 

前払費用 10,246 9,305 

未収入金 650 4,080 

その他 2,102 1,276 

貸倒引当金 △959 △869 

流動資産合計 835,110 696,042 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 265,670 243,475 

土地 289,500 289,500 

その他（純額） 0 0 

有形固定資産合計 ※1 555,170 ※1 532,976 

投資その他の資産 

投資有価証券 59,833 36,537 

関係会社株式 0 0 

出資金 30 30 

関係会社長期貸付金 160,000 150,000 

長期貸付金 15,000 15,000 

破産更生債権等 2,619 3,140 

長期前払費用 2,215 3,541 

差入保証金 147,487 113,407 

保険積立金 51,215 － 

会員権 15,000 － 

貸倒引当金 △139,091 △128,596 

投資その他の資産合計 314,311 193,060 

固定資産合計 869,481 726,036 

資産合計 1,704,592 1,422,079 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 78,280 60,817 

買掛金 67,589 46,817 

短期借入金 375,000 297,992 

未払金 28,410 15,185 

未払費用 21,735 14,887 

未払法人税等 11,890 12,030 

未払消費税等 14,001 － 

預り金 2,312 1,579 

前受収益 735 735 

賞与引当金 5,000 2,170 

その他 4,150 3,802 

流動負債合計 609,105 456,017 

固定負債 

長期借入金 － 71,842 

繰延税金負債 8,839 2,129 

退職給付引当金 21,916 23,072 

役員退職慰労引当金 5,324 5,324 

その他 9,000 5,400 

固定負債合計 45,080 107,767 

負債合計 654,185 563,784 

純資産の部 

株主資本 

資本金 656,207 737,407 

資本剰余金 

資本準備金 402,070 183,270 

その他資本剰余金 257,753 208,089 

資本剰余金合計 659,823 391,359 

利益剰余金 

利益準備金 69,000 69,000 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △349,664 △340,655 

利益剰余金合計 △280,664 △271,655 

自己株式 △217 △217 

株主資本合計 1,035,149 856,893 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 15,257 1,401 

評価・換算差額等合計 15,257 1,401 

純資産合計 1,050,407 858,294 

負債純資産合計 1,704,592 1,422,079 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 1,486,212 1,222,538 

売上原価 

商品期首たな卸高 406,724 334,735 

当期商品仕入高 664,283 626,463 

合計 1,071,008 961,199 

他勘定振替高 ※2 △67,958 ※2 △64,234 

商品期末たな卸高 334,735 304,766 

売上原価合計 668,314 592,198 

売上総利益 817,897 630,339 

販売費及び一般管理費 

運賃及び荷造費 56,681 47,366 

広告宣伝費 88,619 71,111 

見本帳費 40,151 40,157 

貸倒引当金繰入額 1,902 1,053 

役員報酬 46,320 35,573 

給料及び手当 383,253 345,841 

賞与 21,735 6,371 

賞与引当金繰入額 5,000 2,170 

退職給付費用 4,360 7,185 

業務委託費 71,222 51,662 

法定福利及び厚生費 58,149 54,994 

租税公課 12,321 11,781 

消耗品費 25,597 22,280 

旅費及び交通費 37,825 26,385 

賃借料 117,343 101,298 

通信費 15,644 14,627 

減価償却費 24,729 24,445 

その他 92,684 91,129 

販売費及び一般管理費合計 1,103,542 955,436 

営業損失（△） △285,644 △325,096 

営業外収益 

受取利息 ※1 2,149 ※1 1,839 

為替差益 9,727 3,787 

受取賃貸料 ※1 12,738 ※1 12,402 

その他 ※1 6,848 ※1 3,753 

営業外収益合計 31,463 21,782 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業外費用 

支払利息 5,027 5,234 

売上割引 445 1,310 

賃貸収入原価 11,868 11,532 

たな卸資産処分損 2,327 － 

デリバティブ評価損 3,908 1,399 

資本・業務提携関連費用 － 6,543 

貸倒引当金繰入額 10,000 － 

その他 254 136 

営業外費用合計 33,831 26,157 

経常損失（△） △288,013 △329,471 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 702 11,015 

投資有価証券売却益 740 740 

保険積立金解約益 － 741 

その他 143 226 

特別利益合計 1,586 12,723 

特別損失 

固定資産除却損 ※3 40 ※3 0 

減損損失 ※4 40,955 ※4 3,216 

投資有価証券評価損 7,568 1,969 

会員権売却損 － 2,000 

退店店舗の現状復帰費用 － 2,191 

事務所移転費用 － 2,791 

その他 3,969 651 

特別損失合計 52,533 12,820 

税引前当期純損失（△） △338,960 △329,568 

法人税、住民税及び事業税 10,703 11,086 

法人税等合計 10,703 11,086 

当期純損失（△） △349,664 △340,655 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 656,207 656,207 

当期変動額 

新株の発行 － 81,200 

当期変動額合計 － 81,200 

当期末残高 656,207 737,407 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 852,070 402,070 

当期変動額 

新株の発行 － 81,200 

資本準備金の取崩 △450,000 △300,000 

当期変動額合計 △450,000 △218,800 

当期末残高 402,070 183,270 

その他資本剰余金 

前期末残高 － 257,753 

当期変動額 

準備金から剰余金への振替 450,000 300,000 

欠損填補 △192,246 △349,664 

当期変動額合計 257,753 △49,664 

当期末残高 257,753 208,089 

資本剰余金合計 

前期末残高 852,070 659,823 

当期変動額 

新株の発行 － 81,200 

欠損填補 △192,246 △349,664 

当期変動額合計 △192,246 △268,464 

当期末残高 659,823 391,359 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 69,000 69,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 69,000 69,000 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 505,921 － 

当期変動額 

別途積立金の取崩 △505,921 － 

当期変動額合計 △505,921 － 

当期末残高 － － 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △698,168 △349,664 

当期変動額 

当期純損失（△） △349,664 △340,655 

欠損填補 192,246 349,664 

別途積立金の取崩 505,921 － 

当期変動額合計 348,504 9,008 

当期末残高 △349,664 △340,655 

利益剰余金合計 

前期末残高 △123,246 △280,664 

当期変動額 

当期純損失（△） △349,664 △340,655 

欠損填補 192,246 349,664 

当期変動額合計 △157,417 9,008 

当期末残高 △280,664 △271,655 

自己株式 

前期末残高 △217 △217 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △217 △217 

株主資本合計 

前期末残高 1,384,813 1,035,149 

当期変動額 

新株の発行 － 162,400 

当期純損失（△） △349,664 △340,655 

当期変動額合計 △349,664 △178,255 

当期末残高 1,035,149 856,893 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 25,967 15,257 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△10,709 △13,856 

当期変動額合計 △10,709 △13,856 

当期末残高 15,257 1,401 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 25,967 15,257 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△10,709 △13,856 

当期変動額合計 △10,709 △13,856 

当期末残高 15,257 1,401 

純資産合計 

前期末残高 1,410,781 1,050,407 

当期変動額 

新株の発行 － 162,400 

当期純損失（△） △349,664 △340,655 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,709 △13,856 

当期変動額合計 △360,374 △192,112 

当期末残高 1,050,407 858,294 
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(4) 継続企業の前提に関する注記

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 当社は、前々事業年度137,648千円、前事業年度

366,536千円と連続して重要な営業損失を計上し、当事

業年度も285,644千円の営業損失を計上しました。これ

により当社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、商品面におきまし

ては平成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。カーテンレールな

ど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。また、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。今回の「インハウス」

は、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

ております。 

 営業面におきましては、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。

 さらに、平成20年４月14日にアイカ工業株式会社と

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は、建装材（化粧板など）、

住器建材（インテリア製品など）などを製造・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新たな販路の獲得

を図るとともに、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など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。 

 なお、当事業年度末現在の現金及び預金残高は

153,647千円であり、また、平成20年４月に実施した新

株式の発行により162,400千円の資金を得たことから、

当面の資金繰りについて懸念はないものと考えており

ます。

 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財務諸表には反映し

ておりません。

 当社は、前事業年度までの３会計年度に引続き、当

事業年度においても325,096千円の営業損失を計上しま

した。これにより、当社には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。  

 当社は、当該状況を解消すべく商品面におきまして

は、差し替え可能な見本帳仕様であります「インハウ

ス」において、より消費者のニーズに沿うトレンドな

商品を途中で追加するなど、市場の動向に迅速に対応

してまいります。  

 営業面におきましては、取り組み次第で売上高の見

込める得意先を中心に営業活動を実施し、１人当たり

の営業員の売上高増加を図るとともに、見本帳以外の

商品（インテリア小物など）の販売にも注力してまい

ります。  

 経費面におきましては、就業人員の見直しを図るこ

とによる人件費の削減、営業所及びショールームの一

部について移転又は廃止することによる賃借料の削

減、さらに広告宣伝費、旅費及び交通費等の販売費及

び一般管理費を削減するなど大幅な合理化を予定して

おります。  

 また、年間の運転資金として50,000千円を、金融機

関から借入を予定しております。  

 しかしながら、これらの対応策を関係者との協議を

行いながら進めている途上であるため、現時点では継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。  

 なお、当社は上記のような対応策を実行中であり、

財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続

企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表

には反映しておりません。 
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近の有価証券報告書（平成20年６月30日提出）における記載から次に掲げる事項を除き重要な変

更がないため開示を省略いたします。 

１．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

２．リース取引に関する会計基準の適用 

  

 
  

  

(5) 重要な会計方針

(6)重要な会計方針の変更

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

─────── 
 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）
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、当事業年度より「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。

（リース取引に関する会計基準）
当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審議会
第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取
引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会
計制度委員会）、平成19年３月30日改正）を適用してお
ります。
なお、これによる損益に与える影響はありません。

(7)個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

760,946千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

756,471千円

※２ 関係会社に対する資産・負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

売掛金 19,044千円

※２ 関係会社に対する資産・負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

売掛金 15,329千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

 受取利息 1,124千円

 受取賃借料 4,284千円

 その他 600千円

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

受取利息 1,094千円

受取賃借料 3,372千円

その他 600千円

※２ 他勘定振替高は、主として見本帳費、広告宣伝費

に振り替えたものであります。

※２         同左

※３ 固定資産除却損の内訳

 器具備品 40千円

 計 40千円

※３ 固定資産除却損の内訳

器具備品 0千円

計 0千円

 

 

※４ 減損損失

 当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。

用途 種類 場所
減損損失
（千円）

事業用資産 建物等
愛知県小牧市 
東京都新宿区他

38,294

賃貸資産 建物等 静岡県浜松市他 2,660

計 40,955

 当社は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フ

ローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す単

位として、資産を事業用資産と賃貸資産にグルーピング

しております。 

 当事業年度において、これら資産グループについて営

業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることか

ら、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、減

損損失の内訳は次のとおりであります。 

 また、当資産グループの回収可能価額は、不動産鑑定

評価額等正味売却価額により測定しております。

 種類 金額

 建物 3,605千円

 構築物 1,907千円

 車両運搬具 52千円

 器具備品 34,379千円

 商標権 786千円

 長期前払費用 224千円

 計 40,955千円

 

 

※４ 減損損失

 当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。

用途 種類 場所
減損損失
（千円）

事業用資産 建物等
愛知県小牧市 
東京都新宿区他

3,216

計 3,216

 当社は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フ

ローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す単

位として、資産を事業用資産と賃貸資産にグルーピング

しております。 

 当事業年度において、これら資産グループについて営

業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることか

ら、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、減

損損失の内訳は次のとおりであります。 

 また、当資産グループの回収可能価額は、不動産鑑定

評価額等正味売却価額により測定しております。

種類 金額

建物 957千円

構築物 220千円

器具備品 897千円

商標権 489千円

ソフトウェア 548千円

長期前払費用 103千円

計 3,216千円
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 
増加数の内訳は、次の通りであります。 

第三者割当による新株式の発行により増加 2,030,000株 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 800 ─ ─ 800

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 4,044,150 2,030,000 ─ 6,074,150

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 800 ─ ─ 800
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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）

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

運搬具

（千円）

取得価額相当額 5,100

減価償却累計額相当額 2,890

期末残高相当額 2,210

（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。

ファイナンス・リース取引
（借主側）
(１)リース資産の内容

・有形固定資産

配送用の運搬具であります。
(２)リース資産の減価償却の方法
 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして
算定する方法によっております。

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,020千円

１年超 1,190千円

合計 2,210千円

（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。

 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,020千円

減価償却費相当額 1,020千円

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。 
 

（減損損失について）

  リース資産に配分された減損損失はありません。
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前事業年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日)及び当事業年度(自平成20年４月１日 至

平成21年３月31日)における子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  (注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 

 
  

(有価証券関係)

(税効果会計関係)

(企業結合等関係)

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 259.78円 １株当たり純資産額 141.32円

１株当たり当期純損失金額 86.47円 １株当たり当期純損失金額 57.62円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純損失（千円） 349,664 340,655

普通株式に係る当期純損失（千円） 349,664 340,655

普通株式の期中平均株式数（株） 4,043,350 5,912,062
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 資本・業務提携の締結及び第三者割当による新株式の

発行について 

 当社は、平成20年4月14日開催の取締役会において、

下記のとおりアイカ工業株式会社との資本・業務提携を

行うこと及び第三者割当による新株式の発行を決議し、

同日、資本・業務提携に関する基本合意を締結するとと

もに、第三者割当増資については、平成20年4月30日に

全額の払込を受けております。 

１．資本・業務提携の締結 

 当社は、アイカ工業株式会社が持つ販売チャネルを

共有することで販売市場が広がり、カーテンとインテ

リア製品など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、平成20年４月14日に資本・業務提

携に関する基本合意を締結いたしました。

２．第三者割当による新株式の発行

 第三者割当による新株式の発行に関する平成20年４

月14日開催の取締役会決議の内容は次のとおりです。

（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

（10）資金の使途
資金の使途につきましては、借入金の返済

に75,000千円、ショルームなどの移転及び改
装費用などに30,000千円を充当し、残額につ
きましては全額、商品仕入の運転資金に充当
する予定であります。

―――――――
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役員の異動に関しては、決定次第開示いたします。 

  

  

7. その他

(1) 役員の異動
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