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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 736 △1.2 △135 ― △147 ― △155 ―
22年3月期第3四半期 745 △24.8 △106 ― △109 ― △143 ―

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

23年3月期第3四半期 △25.61 ―
22年3月期第3四半期 △23.64 ―

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

23年3月期第3四半期 1,159 541 46.7 89.14
22年3月期 1,319 694 52.6 114.36

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  541百万円 22年3月期  694百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 1,200 20.1 10 ― 5 ― △10 ― △1.65



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「2.その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期3Q 6,074,150株 22年3月期  6,074,150株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  800株 22年3月期  800株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 6,073,350株 22年3月期3Q 6,073,350株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済対策の効果や輸出の拡大に伴う企業収益

の改善など、一部に明るさがみられたものの、雇用環境の厳しさから消費者の節約志向・低価格志向は根

強く、引き続き厳しい状況が続きました。 

当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は増加している

ものの、デフレの進行により依然として厳しい経営環境にあります。 

このような状況の下、当社グループは平成22年８月に「サザンクロス」の見本帳を改訂発表し、好評を

得ておりますが、本来であれば平成21年改訂予定を、経済環境を考慮して平成22年に延期した影響から、

売上高は減少となりました。なお、「サザンクロス」の効果により、平成22年10月以降の売上高は前年同

期に比べ11.4％増加しております。 

利益面に関しましては、経費削減に努めましたが、見本帳「サザンクロス」の改訂に係る費用の発生に

より販売費及び一般管理費は増加、カーテン事業以外の新商品及び新サービスを創造するため業務提携に

係る営業外費用等の発生により、営業損失および経常損失は前年同四半期に比べ拡大いたしました。 

以上の結果、売上高は前年同四半期比1.2％減の736百万円、営業損失は135百万円（前年同四半期は106

百万円の営業損失）、経常損失は147百万円（前年同四半期は109百万円の経常損失）、四半期純損失は

155百万円（前年同四半期は143百万円の四半期純損失）となりました。 

第４四半期におきましては、革新的な技術と高いデザイン性を追及したハイクオリティなファブリック

で構成する「ＷＨＩＴＥ」を、平成23年２月より販売する予定にしております。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ140百万円減少して541百万円となりました。これは、原材料及び

貯蔵品が８百万円増加したものの、現金及び預金が110百万円減少、商品及び製品が30百万円減少、受取

手形及び売掛金が８百万円減少したことなどによります。固定資産は、19百万円減少して617百万円とな

りました。これは、建物及び構築物（純額）が13百万円減少、長期貸付金が7百万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159百万円減少し、1,159百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ６百万円減少して480百万円となりました。これは、未払法人税

等が８百万円減少したことなどによります。固定負債は、長期借入金が10百万円減少したものの、資産除

去債務が６百万円増加したことなどにより138百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ６百万円減少し、618百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ153百万円減少し、541百万円となりました。これは、四半期純

損失が155百万円となったことなどによります。 

  

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、現在のところ数値に変更はありません。今後、変更が

生じる場合はすみやかに開示いたします。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

経過勘定項目の算定方法 

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概

算額で計上する方法によっております。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失は、５百万円増加しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は６百万円であります。 

  

当社グループは、前連結会計年度までの５連結会計年度に引き続き、当第３四半期連結累計期間にお

いても重要な営業損失を計上いたしました。 

これにより、当社グループには、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。 

当該重要事象を解消し、又は改善するための対応策について当社は、平成22年８月に改訂発表しまし

たブランド「サザンクロス」の見本帳は好評を得ていることより、一層販売に注力いたします。今回の

サザンクロスの見本帳は、閉塞感の漂う社会の中で、笑顔を取り戻せるような住空間を創造することの

一助になるような商品構成となっております。 

また、革新的な技術と高いデザイン性を追及したハイクオリティなファブリックで構成する「ＷＨＩ

ＴＥ」を、平成23年２月より販売する予定にしております。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 108,325 219,253

受取手形及び売掛金 163,844 171,898

商品及び製品 236,758 267,000

原材料及び貯蔵品 21,410 12,912

その他 13,308 12,059

貸倒引当金 △2,014 △872

流動資産合計 541,632 682,251

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 215,709 229,051

機械装置及び運搬具（純額） 0 0

土地 289,500 289,500

その他（純額） 7,723 620

有形固定資産合計 512,933 519,172

無形固定資産

ソフトウエア 1,356 1,661

無形固定資産合計 1,356 1,661

投資その他の資産

投資有価証券 31,846 35,721

長期貸付金 － 7,500

差入保証金 63,145 65,742

その他 18,777 15,546

貸倒引当金 △10,110 △8,323

投資その他の資産合計 103,658 116,187

固定資産合計 617,947 637,021

資産合計 1,159,580 1,319,273
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 84,018 82,907

短期借入金 340,000 340,000

1年内返済予定の長期借入金 15,132 15,132

未払法人税等 3,045 11,639

未払消費税等 793 5,720

その他 37,028 31,091

流動負債合計 480,018 486,491

固定負債

長期借入金 92,552 103,140

繰延税金負債 2,881 892

退職給付引当金 30,587 27,079

役員退職慰労引当金 5,324 5,324

資産除去債務 6,819 －

その他 － 1,800

固定負債合計 138,163 138,235

負債合計 618,182 624,726

純資産の部

株主資本

資本金 737,407 737,407

資本剰余金 50,703 50,703

利益剰余金 △250,714 △95,169

自己株式 △217 △217

株主資本合計 537,179 692,723

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,219 1,822

評価・換算差額等合計 4,219 1,822

純資産合計 541,398 694,546

負債純資産合計 1,159,580 1,319,273
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 745,347 736,437

売上原価 334,936 337,519

売上総利益 410,410 398,917

販売費及び一般管理費

給料及び手当 200,835 195,942

賞与 － 2,240

退職給付費用 4,267 3,857

業務委託費 22,743 14,145

賃借料 56,325 45,316

減価償却費 17,038 22,012

貸倒引当金繰入額 2,945 4,367

その他 213,174 246,926

販売費及び一般管理費合計 517,330 534,808

営業損失（△） △106,919 △135,890

営業外収益

受取賃貸料 6,299 3,600

為替差益 978 2,147

その他 3,626 2,694

営業外収益合計 10,905 8,441

営業外費用

支払利息 5,208 5,121

売上割引 172 213

賃貸収入原価 6,299 3,600

支払手数料 － 10,102

その他 1,447 1,382

営業外費用合計 13,127 20,420

経常損失（△） △109,142 △147,869

特別利益

前期損益修正益 － 7,392

その他 － 415

特別利益合計 － 7,808

特別損失

事務所移転費用 15,015 －

退店店舗の現状復帰費用 8,000 －

割増退職金 3,211 －

投資有価証券評価損 － 8,261

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,539

その他 0 －

特別損失合計 26,227 12,800

税金等調整前四半期純損失（△） △135,369 △152,861

法人税、住民税及び事業税 8,197 2,682

法人税等合計 8,197 2,682

四半期純損失（△） △143,566 △155,544
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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）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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（△） △135,369 △152,861

減価償却費 17,038 22,012

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,855 2,928

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,170 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,673 3,508

受取利息及び受取配当金 △1,170 △1,013

支払利息及び社債利息 5,208 5,121

投資有価証券評価損益（△は益） － 8,261

売上債権の増減額（△は増加） 73,502 8,640

たな卸資産の増減額（△は増加） 39,179 21,744

仕入債務の増減額（△は減少） △31,594 1,111

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,216 △4,926

前期損益修正損益（△は益） － △6,627

その他の資産の増減額（△は増加） 657 △4,698

その他の負債の増減額（△は減少） △7,337 3,694

その他 110 4,539

小計 △35,201 △88,564

利息及び配当金の受取額 1,202 1,045

利息の支払額 △5,288 △5,079

法人税等の支払額 △12,994 △4,649

営業活動によるキャッシュ・フロー △52,281 △97,248

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 △8,148 △12,913

無形固定資産の取得による支出 △2,035 －

貸付金の回収による収入 7,500 7,500

その他の収入 56,250 2,323

その他の支出 △12,248 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 41,318 △3,090

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 50,000 －

長期借入れによる収入 50,000 －

長期借入金の返済による支出 △7,018 △10,588

財務活動によるキャッシュ・フロー 92,982 △10,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 82,018 △110,927

現金及び現金同等物の期首残高 165,374 219,253

現金及び現金同等物の四半期末残高 247,393 108,325
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

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極めて短いため、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３四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。 

  

  

(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

4. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(2) 受注実績

(3) 販売実績

区 分

   当第３四半期連結累計期間
（自  平成22年４月１日 

    至 平成22年12月31日）

金額(千円) 構成比(％)

生   地 226,874 30.8

縫 製 品 357,763 48.6

そ の 他 151,798 20.6

合   計 736,437 100.0
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