
- 1 - 

 
平成 21 年１月 18 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 小林 光博 

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 21 年 10 月の月間平均上場時価総額が３億円未満とな

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ヶ月以内（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）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所要額以上とならない時は、

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 21 年 10 月の月間平均上場時価総額が３億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

額が所要額以上とならない時は、上場廃止になる旨が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 21 年 10 月        297,633,350 円 
    ②平成 21 年 11 月        276,981,240 円 
    ③平成 21 年 12 月        254,246,564 円 
    ④平成 22 年１月 15 日現在    257,139,016 円 
 
 （２）月末上場時価総額等 
    ①平成 21 年 10 月末（10 月 30 日） 303,707,500 円 
       （10 月末終値 50 円 × 10 月末上場株式数 6,074,150 株） 

②平成 21 年 11 月末（11 月 30 日） 297,633,350 円 
       （11 月末終値 49 円 × 11 月末上場株式数 6,074,150 株） 

③平成 21 年 12 月末（12 月 30 日） 267,262,600 円 
       （12 月末終値 44 円 × 12 月末上場株式数 6,074,150 株） 

④平成 22 年１月 15 日現在      249,040,150 円 
       （１月 15 日終値 41 円 × １月 15 日上場株式数 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。ま

た、生地仕入金額のおよそ半分は欧州を中心とする海外からの輸入であります。 
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 22 年３月期（平成 21 年４月１日から平成 22 年３月 31 日まで）は、米

国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安に伴う景気動向を考慮（見

本帳改訂作業は半年以上の期間を要し、景気先行きの不透明感が強い状況にあ

っては、市場での生地のテーストと価格面のミスマッチが起こりやすくなるこ

とを考慮）し、見本帳「サザンクロス」の改訂は平成 21 年７月の予定を１年先

送りすることといたしましたが、見本帳「インハウス」においては、頁ごとに

差し替えが可能な見本帳形式（※）の利点を活かし、新柄商品の追加を平成 21
年 8 月に実施いたしました。 
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、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）

は前年同期比 0.3％と僅かながら増加（これは、耐震偽装の再発防止を目的とし
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た改正建築基準法施行の影響により、平成 20 年３月期が前年同期比 19.4％減少

の反動によるもの）したものの、平成 22 年３月期は、現金給与総額の減少や雇

用環境の悪化等、景気の厳しさや先行きの不透明感が住宅の買い控えに繋がり、

新設住宅着工総戸数は大幅に減少（平成 21 年４月１日から平成 21 年 9 月 30 日

までの累計総戸数は前年同期比 33.9％の減少）しております。 
当社は、売上高比重の高い重点得意先を中心に営業活動を実施するとともに、

経費面におきましては、社内組織の改革を行い、本社に受注業務を集約したこ

とによる大幅な人員削減、その他経費の削減を実施いたしました。しかしなが

ら、新設住宅着工総戸数の減少による影響が大きく、平成 21 年４月から平成 21
年９月までの売上高は、前年同期比 24.0％減の 460 百万円となりました。利益

面に関しましては、経費の削減効果により営業損失は 74 百万円（前年同期は 199
百万円の営業損失）、経常損失は 73 百万円（前年同期は 204 百万円の経常損失）

となり、損失は前年同期に比べ大幅に縮小しております。 
（※）見本帳「インハウス」は、時代の変化とともにその都度トレンドな新

柄商品の追加や、逆に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頁ごとに差し替えが可能

な見本帳形式）となっております。 
 
 
（２）売上高の現状 

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

り、本来であれば中心商品となり売上高を伸ばせるはずですが、市場環境の急

速な悪化の影響を受け、平成 21 年９月までの売上高は合計で前年同期比 15.4％
減と厳しい結果となっております。 
営業所別では、唯一名古屋営業所が前年同期比 5.6％増と健闘しておりますが、

その他の営業所は前年同期比 3.4％減～36.0％減と売上高が減少しております。

これは、景気悪化による高額商品の売れ行き不振が、当社の「インハウス」に

も影響していること、営業社員の減少（営業社員数：平成 20 年９月末時点 46
名、平成 21 年９月末時点 25 名）に伴う営業力の低下という止むを得ない要因

などによるものであります。なお、平成 21 年８月に実施した新柄商品の追加に

よる今期の売上高への影響は、季節的要因として住宅物件の完工が多い平成 22
年３月期の第４四半期以降に見込んでおります。 
平成 19 年６月に見本帳を改訂した「サザンクロス」におきましても、売上高

は合計で前年同期比 33.9％減となり、営業所別におきましても前年同期比

22.4％～51.6％減と全営業所で減少しており非常に厳しい結果となっておりま

す。これは、見本帳「サザンクロス」を改訂してから２年経過したことにより

生産中止商品が増加していること、景気悪化の影響により市場は当社の商品よ

りさらに低いランクの商品を要求していること、「インハウス」同様に営業社員
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の減少に伴う営業力の低下などの要因によるものであります。 
 
 
（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、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 
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（３）販売管理費の現状 
      平成 21 年７月に受注センターを本社に開設し、これまで各営業所で行ってお

りました受注業務を本社の受注センターに集約するなど、社内体制全体の見直

しを行い、併せて人員の削減を実施いたしました。（社員数：平成 21 年３月末

時点 70 名、平成 21 年９月末時点 47 名） 
また、営業所・ショールームの移転につきましては、広島営業所は平成 21 年

４月、東京支店は平成 21 年７月に営業所及びショールームをそれぞれ移転、福

岡営業所は平成 21 年７月、さいたま営業所は平成 21 年 10 月、札幌営業所は平

成 21 年 11 月にそれぞれ営業所を移転、大阪支店は平成 21 年８月にショールー

ムの移転を実施しており、平成 22 年３月期の賃料総額は、平成 21 年３月期に

比べ 44 百万円減少の 49 百万円となる見込みであります。 
     また、その他経費（旅費交通費、陸上運賃、消耗品費、交際費等）の削減に

努め、平成 21年９月末時点において旅費交通費は前年同期に比べ８百万円減少、

陸上運賃は同５百万円減少、消耗品費は同４百万円減少、交際費は同２百万円

減少しております。 
     結果として、平成 21 年９月までの販売管理費は、合計で前年同期比 41.5％減

の 314 百万円となっております。 
     

      （販売管理費内訳表） 
※平成 21 年４月１日～9 月 30 日迄            単位：百万円 

 平成 20 年９月迄 平成 21 年９月迄 減少額 
人件費 274 168 △106
見本帳費 28 4 △24
販売促進費 44 12 △32
その他経費 191 130 △61
合計 537 314 △223
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３．前回の「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」（平成 20 年 10
月 17 日）の対応状況 

（１）販売力の強化に関する対応状況 
    以下の通り販売力の強化策を実施したものの、経済環境の悪化の影響を受け、

平成 21 年３月期の売上高は 1,222 百万円（前年同期比 17.7％減）となりました。 
    「インハウス」、「サザンクロス」に関しましては、取引の多い住宅メーカーな

ど確実に取引の見込める得意先に営業活動を集中して実施（「サザンクロス」は、

営業所によって売上高上位 30 社を中心とした得意先に集中して営業活動を実施）

するとともに、取引が減少している住宅メーカーなどに対して「インハウス」の

新作値引きキャンペーンを実施いたしました。しかしながら景気悪化の影響が大

きく、「インハウス」の平成 21 年３月期の売上高は計画値に比べ 25.5％減、また

「サザンクロス」の平成 21 年３月期の売上高は計画値に比べ 6.2％減と伸び悩み

ました。今後は、売上高比重の高い重点得意先を中心に営業活動を継続するとと

もに、生地のみを購入していただいている得意先に対し縫製品（カーテン）を購

入いただけるよう各種キャンペーン（キャシュバックキャンペーン等）を実施し

て、売上高獲得に努めてまいります。 
東京支店におきましては、設計・コントラクト部門（ホテル、リゾート施設、

店舗など）の売上高獲得を図るため新たな人材を採用する予定でしたが、経済環

境の悪化を受けて採用は見送りとなりました。現在、新たに設計・コントラクト

部門専用の簡易見本帳を作成のうえ、他の営業員が営業活動を実施することで、

平成 22 年３月期の第４四半期以降に売上高の獲得を図ってまいります。 
また、大阪支店におきましては、マンション関連業種の売上高を確保するため

支店長自ら得意先に出向き販売活動を実施いたしましたが、マンション関連市場

が非常に厳しいことなどの要因により、大阪支店の平成 21 年３月期マンション関

連業種の売上高は前年同期比 43.7％減となりました。今後も、経済環境の悪化に

よりマンション関連業種の売上高増加は見込めない状況にあることから、費用対

効果を慎重に見極めたうえで、より効率的な営業活動を実施してまいります。 
    また、住友林業株式会社、旭化成株式会社が主として扱っています共同購買商

品「オリジン」に、当社カーテンの導入を協議しておりましたが、両社において

商品コンセプト等を勘案された結果、残念ながら当社カーテンの導入は見送りと

なりました。しかしながら、「オリジン」において当社カーテン導入の協議が行わ

れたことがきっかけで、「インハウス」が住友林業株式会社の推奨ブランドとなる

ことが決定し、平成 21 年 11 月より取引が強化されました。 
     その他の商品として「サザンウインド」は、花粉やダニなどのアレルゲンを不

活性化させる働きのある機能を理解していただくため、継続的なＰＲ活動を実施

するとともに、商品サンプルの増加を図りお客様に直接触れていただくことで商

品の良さを伝えてまいりましたが、景気悪化の影響により平成 21 年３月期の売上

高は計画値に比べ 33.3％減、平成 21 年９月迄の売上高は前年同期比 7.5％減と他
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の商品と同様に伸び悩みました。今後売上高の増加を図るため、今まで住宅メー

カーにしか取引ができない共同開発会社との販売条件を見直し、住宅メーカー以

外にも取引ができるよう現在交渉を行っております。 
     また、「ニヤノルディスカ」は高品質でヨーロッパ（ドイツ）における有名高級

ブランドであることから、高級商品を扱っておりますインテリア専門店などに営

業活動を実施してまいりましたが、高級商品に対する市場環境は厳しく平成 21 年

３月期の売上高は計画値に比べ 80％減、平成 21 年９月迄の売上高は前年同期比

64.4％増でありました。今後は、高品質な商品を求めるお客様をより多く開拓す

るため、都市部だけでなく地方にも営業活動を実施してまいります。 
     その他の事項としまして、平成 20 年 10 月よりアイカ工業株式会社の大阪アイ

カビルのショールームに当社カーテンサンプルの展示、平成 21 年４月より名古屋

アイカビルに当社ショールームを開設いたしました。特に名古屋のショールーム

におきましては、名古屋の中心部に近い地域にショールームを設けたことで、今

まで来場いただけなかった顧客とのコミュニケーションが密接となり、当社の商

品をご覧いただく機会が増加しております。今後もショールームの立地条件を活

かし、当社と取引のない新たな顧客獲得を目指してまいります。 
      
 
（２）在庫減少に関する対応状況 
    平成 21 年３月期の棚卸資産回転率（売上高／棚卸資産）は 4.0 回（計画は 5.0

回）と、売上高減少の影響により計画には及びませんでした。 
     平成 21 年９月 30 日時点の在庫は、廃番商品（生産中止の商品）の販売実施等

により「インハウス」は前年同月に比べ 18.9％減、「サザンクロス」は前年同月に

比べ 21.0％減と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」とも過剰在庫であります。特に「サザンクロス」におき

ましては、今後は廃番商品（生産中止の商品）と廃番予定商品の価格を早期に見

直して販売し、在庫減少に注力してまいります。 
     「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、

無駄のない在庫管理を実現していく予定であります。平成 22 年３月期におきまし

ては、すでに途中の廃番・追加を実施しておりますが、今後も売れ行きの様子を

見ながら、売れ行きの悪い商品を早めに見本帳から外し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ものと考えております。 
なお、平成 21 年９月 30 日時点の棚卸資産回転率は 1.7 回（平成 20 年９月 30

日時点は 1.6 回）であります。 
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（３）販売管理費の削減に関する対応状況 
平成 21 年３月期の販売管理費の実績は 955 百万円（計画は 1,015 百万円）と、

計画以上の成果を達成することができました。各々の事項につきましては下記の

通りです。 
①就業人員の削減 

平成 21 年３月末時点のパート従業員等を含む就業人員は、計画 105 名（約 16％
減）に対して実績は 96 名（23.2％減）となりました。 

②役員報酬の削減 
平成 21 年９月より、役員報酬を当初計画どおり平均 20％削減いたしました。 

③事務所の移転・ショールームの廃止等 
仙台、札幌、広島の各営業所の移転は、平成 21 年５月移転の予定を前倒しして、

仙台営業所は平成 21 年１月、札幌営業所は平成 21 年２月、広島営業所は平成 21
年４月とそれぞれ予定より早く実施いたしました。 
さいたまショールームの廃止とさいたま営業所の移転は、平成 21 年５月予定の

実施は遅れたものの、ショールームの廃止は平成 21 年６月に、営業所の移転は平

成 21 年 10 月にそれぞれ実施いたしました。 
平成 21 年５月に廃止予定であった広島ショールームは、広島営業所における販

売活動における状況を勘案した結果、廃止は見送ったものの、平成 21 年４月の営

業所移転の際、営業所に併設する形式を採用して賃借料を抑制いたしました。 
平成 20 年 11 月予定の本社駐車場の一部返還は、平成 20 年 12 月と実施が遅れ

たものの平成 21 年５月に更なる駐車場の返還を実施いたしました。 
④その他経費の削減（消耗品費、旅費交通費、陸上運賃、販売手数料等） 

消耗品費は計画 15 百万円に対して実績は 16 百万円、旅費交通費は計画 26 百万

円に対して実績は 26百万円、陸上運賃は計画 50百万円に対して実績は 46百万円、

販売手数料は計画２百万円に対して実績は１百万円とほぼ計画通り実施いたしま

した。 
 

     平成 22 年３月期におきましては、前述のとおり、受注センターを本社に開設す

るなど社内体制全体の見直しの実施、東京支店の営業所及びショールームの移転、

福岡営業所の移転、大阪ショールームの移転、札幌営業所の再移転の実施、その

他経費の削減（旅費交通費、陸上運賃、消耗品費、交際費等）を実施しており、

平成 21 年９月までの販売管理費は、合計で前年同期比 41.5％減の 314 百万円とな

っております。 
今後におきましても、新たな削減事項を抽出して更なる経費削減に努めてまい

ります。 
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４．今後の計画及び改善施策 
   米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安の影響が実体経済に

及んだことにより、買い控えなど個人消費の減退が進んでおります。この結果、当社

の属する高級オーダーカーテン販売業界におきましては、前回の「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」（平成 20 年 10 月 17 日）を公表しました

当時と比較しまして、景気の急速な悪化による住宅の買い控えが更に強まるなど、一

層厳しい経営環境にあります。 
   このような状況の下、新たな改善施策として平成 21 年８月に「インハウス」におい

て新柄の追加販売を開始し、住宅物件の完工の多い第４四半期以降に売上高の確保を

見込んでおります。当該新柄の販売に注力するとともに、住友林業株式会社の推奨ブ

ランドとして「インハウス」が決定したことにより、更なる売上高の拡大を図ってま

いります。 
   また、平成 21 年９月には外部のコンサルタント会社と契約を結び、事業再建に取り

組む「リバース（生まれ変わる）プロジェクト」を発足しております。このプロジェ

クトは、早期営業黒字化と継続的安定成長の実現に向けて、当社の「管理部門」、「商

品部門」、「営業部門」、及び「小売部門（子会社）」について、「方針・戦略」、「組織・

体制」、及び「プロセス・ルール」の視点から問題点を整理し、新たな追加改善施策を

検討し、確実に実行していくことを目的としております。 
 

 今日現在までに「リバースプロジェクト」において決定している、新たな追加改善

施策のうち主要なものは、以下の事項となります。 
（１）緊急施策 

「緊急施策」は、施策実施の緊急性が高く、既に施策の方向性の検討を終え、

2009 年 11 月より取り組みを開始している事項となります。具体的には、2009 年

11 月より本格的にスタートしている次期「サザンクロス」の商品開発にとって重

要性が高い事項、及び各種改善施策に取り組む全社組織の構築に関する事項とな

っております。 
 

  ①ブランド及び商品開発コンセプトの明確化 
近年、得意先より「インハウス」と「サザンクロス」の違いが見えづらくなっ

ているとのご指摘を多く頂いており、当社の営業員においても、的確にその違い

を説明出来ないのが実情となっております。結果、ブランドイメージが低下し、

ひいては売上高低下の要因の一つとなっております。 
今後は、商品開発、及び営業活動の指針となりうるブランド及び商品開発コン

セプトとして、「ブランドイメージ」、「ターゲット顧客」、「想定競合先・見本帳」、

及び「差別化方針」を明確にし、全役職員による共有化を徹底してまいります。

これにより、今後の「インハウス」及び「サザンクロス」の商品開発、及び営業

活動を通して、得意先やお客様から支持されるブランドイメージを再構築してま
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いります。 
 

  ②商品開発プロセスの見直し 
過去の商品開発は、当社営業員より商品開発に対する要望の一部を取り入れて

きたものの、当社役職員に対するヒアリング、市場調査等のマーケティング活動、

あるいは過去の商品開発に対する反省は十分でありませんでした。そのため、現

行商品においては、ターゲット顧客に対する生地のテースト、価格設定、及び商

品機能のミスマッチが起きており、また、特定の商品を直に見つけられないなど

見本帳の使い難さに対する得意先からのご指摘も少なくない状況です。 
今後の商品開発プロセスには、適切に市場や顧客のニーズを取り入れターゲッ

ト顧客と開発される商品との整合性を確保してまいります。具体的には、次期商

品開発に対する要望に関して、当社全営業員に対するアンケートやヒアリング調

査の実施、及び上位得意先に対するアンケート調査の実施、更に上位得意先の一

部について直接のヒアリング調査を行ない、得意先やお客様が当社商品や見本帳

等の販促ツールに求めていることを的確に把握し、これを商品開発や営業活動を

含む当社経営活動全般に活かしてまいります。また、新商品発表による効果を

大限かつ早期に創出するために、新商品発表直後より滞りなく販促・受注・商品

提供が行える体制を整える必要があります。そのために、今後の商品開発プロセ

スの管理においては、同時に関連する販促プロセスや物流プロセスを含めて精緻

に管理してまいります。 
 

  ③経営戦略立案機能と全社的組織力（部門間連携）の強化 
現在当社は、持続的に会社を成長させるために、中期的な視点より経営戦略を

立案し、これを実行・評価し、更に経営環境の変化に応じて迅速に当該戦略を修

正するための機能を十分に確立できておりません。結果として、他社に先駆けて

直面する問題点を解決できず、後手に回ることが多くなっていると言えます。ま

た、管理部門、商品部門、及び営業部門の活動の整合性を確保する取りまとめ役

部門の存在が無く、結果、部門間の連携が不十分であり、組織力を 大限に発揮

できていない状況にあります。 
今後は、立案出来しだい経営戦略部門を新設し、市場動向分析、競合動向分析、

自社事業・業績構造分析、及び彼我分析（他社と自社との比較分析）を組織的に

実施し、経営環境の実態に基づいた経営戦略の立案、及び修正を実施してまいり

ます。同時に分析結果を役職員に展開することによって、知識・意識レベルの底

上げも図ってまいります。また、経営戦略部門主催の会議体を頂点として、部門

間、及び部門毎の会議体を再設計することによって、経営戦略と各部門活動との

整合性を確保するのと同時に、部門間の連携を強化してまいります。特に、経営

企画部門は、収益改善に繋がる様々な取り組みの企画・推進を担ってまいります。 
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  ④営業本部機能の再構築 
現在、営業部門全体としての方針・戦略は十分明確になっておらず、また、各

支店・営業所同士の連携も十分でないため、各支店長・営業所長独自の方針の下

に営業活動を行っており、営業管理方法も営業本部として統一されておらず、支

店・営業所毎に異なる方法を運用している状況にあります。結果として、マネジ

メントや本社管理部門や商品開発部門にとっては営業現場の実態を把握しづらく、

適切な指示も出しにくい状況になっていることに加えて、本社管理部門や商品開

発部門と営業部門との間に意思疎通の隔たりを作っております。また、販促ツー

ル（コーディネートプラン等の提案ツール）の準備に際しても、全社的に一元管

理されていないため、極めて属人的に行われており、非効率な状況にあります。 
今後は、本社に位置する営業本部において営業方針・戦略を策定・全国展開し、

営業管理方法も統一化し、更に販促ツールの一元化・共有化、あるいは標準化、

高度化等をリードしてまいります。また、営業本部を窓口として管理部門や商品

開発部門との関係を緊密にし、各支店・営業所個別ではなく、営業本部の方針・

戦略に基づいて効率良く協業できる体制とします。こうして組織的に営業力の向

上を図り、特に、取引の多い住宅メーカーなど全国に展開する得意先に対して本

部主導で組織的に対応してまいります。また、営業本部長には営業経験の豊富な

支店長を配置し、全支店・営業所を横断的に管理し、各支店・営業所の主要顧客

に対して戦略的にトップセールスを実施してまいります。 
 

  ⑤更なる販売管理費の削減 
前述記載の３．前回の「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」（平成 20 年 10 月 17 日）の対応状況（３）販売管理費の削減に関する対

応状況の販売管理費の削減施策の他、新たに削減項目を抽出しております。主要

な事項は下記の通りです。 
・通信費の削減（在庫情報のメール化・WEB 化、固定電話料金の削減など） 
・光熱費の削減（ピーク電力抑制による電気料金の削減） 
・運賃の削減（宅配便業者に係わる料金のさらなる削減） 
・販促応援費の削減（マンション関連業種等の販促応援費の削減） 
・交際費の削減（交際費のさらなる削減） 
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（販売管理費削減計画表） 
※平成 21 年４月１日～9 月 30 日迄             単位：千円 

 平成 21 年９月迄

の実績 
平成 22 年９月迄

の計画 
目標減少額 

通信費 6,814 6,380 △434
水道光熱費 6,405 6,190 △215
運賃 18,485 18,190 △295
販促応援費 3,289 3,040 △249
交際費 1,175 970 △205

 
（２）短期施策 

「短期施策」は、「緊急施策」と同様に施策実施の緊急性が高いものの、「緊急

施策」より優先順位を下げて取り組むものとした事項、あるいは「緊急施策」を

進めた上で取り組むことが適当と考えられる事項であり、2010 年１月中に取り組

みを開始する予定としております。 
 

  ①縫製売上比率の向上 
当社商品の販売において、単に生地のみを販売する場合と、縫製加工を施した

上で販売する場合とを比較すると、それらの売上構成比率は近年縫製品販売の低

下が顕著であります。収益改善に向けて、メーカー縫製を不要とする得意先やお

客様に対して、安価で高品質を維持した縫製を提供し、生地販売と比較して利益

率の高い縫製品販売の量・割合を増やしていくことが必要になります。 
今後は、価格競争力や縫製技術・品質レベルを高めるために、新たに競争力の

ある縫製加工所を確保し、あるいは既存の縫製加工所に対し目標レベルを決め継

続的な指導を徹底してまいります。また、市場に対して美しさや華やかさを追求

した当社独自の縫製のスタイルを提案することも検討してまいります。 
 

  ②販促業務の集中化 
現状の当社販促業務、特に販促ツールの企画・作成は、営業員個々の企画力・

センス・努力に過度に依存しており、営業員の配置換えに伴う得意先からの評価

低下リスクが大きいと言えます。実際、コーディネート提案を苦手とする営業員

が担当する得意先への販売が伸び悩んでいる状況が見受けられます。一方、比較

的販促ツールの企画・作成を得意とする営業員において、提案機会・アイディア

があるにも関わらず、時間的な制約から販促ツールを準備できず、販売機会のロ

スを招いている状況も見受けられます。 
今後は、商品知識の豊富な商品開発担当者と営業本部とが協力しあいながら、

販促ツール、例えば、コーディネート例、商品説明資料、売れ筋商品情報等々、

集中的に企画・作成・展開・管理していくものとし、得意先に対する営業員の販
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促活動レベル、特に提案内容の質を底上げしてまいります。 
 

  ③品質管理プロセスの強化 
高級オーダーカーテン販売業界において、品質を維持すること、及び得意先・

お客様からのクレームに適切に対応することは、売上高低下要因を排除する点か

ら重要な取り組みと言えます。現状当社では、得意先・お客様からのクレームや

納品前生地トラブルは一定程度発生しておりますが、クレームやトラブルを確実

に営業担当者に伝達するためのルールは確立されておりません。 
今後は、得意先・お客様からのクレームや納品前の生地トラブルの再発防止に

向けて、情報の一元化、及び全役職員における情報の共有化を徹底してまいりま

す。また、営業担当者に確実に伝達するためのルールを整備してまいります。 
 

（３）中期施策 
「中期施策」は、「緊急施策」や「短期施策」と比較して緊急性は高くありませ

んが、当社にとって重要性が高く、中期経営方針を構成する取り組みと考えられ

る事項であり、2010 年４月以降に取り組みを開始する予定としております。 
 

  ①人材定着率の改善 
役職員を長期的な視点で育成するための社内教育制度を整備し、役職員が成長

を通じて遣り甲斐を感じられるようなキャリア構築支援を行い、人材定着率を改

善してまいります。特に、営業員に関しては、商品、生地、縫製に加えて、物流

に関する知見を段階的に習得できるようなプログラムを整備してまいります。 
 

  ②商品開発体制の強化 
商品開発体制を整備し、開発協力会社に適切な指導を行えるようにします。ま

た、品質面での競争優位性が見えづらくなっており、商品そのものの強みの確保

を検討、商品化できる開発体制が求められています。短期的には、商品企画の経

験者を採用し、中長期的には、内部人材を育成してまいります。 
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５．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、全役員及び

従業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

額の所要額以上への回復の期限が平成 22 年７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。 
 

 以上 


