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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 215 3.2 △49 ― △53 ― △56 ―
23年3月期第1四半期 208 △11.6 △45 ― △55 ― △61 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △56百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △60百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △9.27 ―
23年3月期第1四半期 △10.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 1,151 452 39.3
23年3月期 1,188 509 42.9
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  452百万円 23年3月期  509百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 530 16.5 △70 ― △70 ― △80 ― △13.17
通期 1,320 27.1 20 ― 10 ― 5 ― 0.82



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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等については、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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 6,074,150 株 23年3月期 6,074,150 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 800 株 23年3月期 800 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,073,350 株 23年3月期1Q 6,073,350 株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災及び電

力問題の影響により経済活動は一時的に打撃を受けました。その後は、回復傾向にあるものの厳しい経

営環境となりました。 

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お

りますが、先行きは見通しづらい状況にあります。  

このような状況の下、当社グループは営業面におきましては、平成22年８月に改訂発表いたしました

「サザンクロス」の販売に注力いたしましたが、震災及び電力問題の影響により売上高は若干の増加に

とどまりました。また、利益面におきましては、前年同四半期と同程度となっております。  

以上の結果、売上高は前年同四半期比3.2％増の215百万円、営業損失は49百万円（前年同四半期は45

百万円の営業損失）、経常損失は53百万円（前年同四半期は55百万円の経常損失）、四半期純損失は56

百万円（前年同四半期は61百万円の四半期純損失）となりました。  

第２四半期以降におきましては、追加販売を予定しております「インハウス」新柄の販売に注力する

とともに、新商品の開発により新たな販路の開拓を図ってまいります。 

  

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ34百万円減少して551百万円となりました。これは、現金及び

預金が54百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が92百万円減少したことなどによります。固定資

産は、２百万円減少して599百万円となりました。これは、建物及び構築物（純額）が３百万円減少し

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36百万円減少し、1,151百万円となりました。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ33百万円減少して485百万円となりました。これは、１年内返

済予定の長期借入金が15百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が32百万円減少、未払法人税等が

15百万円減少したことなどによります。固定負債は、52百万円増加して212百万円となりました。これ

は、長期借入金が54百万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19百万円増加し、698百万円となりました。 

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ56百万円減少し、452百万円となりました。これは、四半期

純損失が56百万円となったことなどによります。 

  

平成23年４月28日に発表しました第２四半期連結累計期間および通期の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．当四半期決算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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社グループは、前連結会計年度までの６連結会計年度に引き続き、当第１四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、商品面におきましては、「インハ

ウス」ブランドによる新柄の追加販売を実施するとともに、新商品の開発により新たな販路の開拓を図っ

てまいります。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

五洋インテックス㈱ (7519) 平成24年３月期 第１四半期決算短信

-3-



４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 109,637 164,451

受取手形及び売掛金 212,787 120,725

商品及び製品 233,816 245,480

原材料及び貯蔵品 18,860 14,456

その他 14,493 9,909

貸倒引当金 △3,553 △3,202

流動資産合計 586,041 551,820

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 210,787 206,816

機械装置及び運搬具（純額） 0 0

土地 289,500 289,500

その他（純額） 4,416 3,330

有形固定資産合計 504,703 499,647

無形固定資産

ソフトウエア 1,254 1,153

その他 － 1,000

無形固定資産合計 1,254 2,153

投資その他の資産

投資有価証券 29,327 29,136

差入保証金 62,432 63,705

その他 12,928 13,418

貸倒引当金 △8,577 △8,577

投資その他の資産合計 96,111 97,683

固定資産合計 602,069 599,484

資産合計 1,188,111 1,151,305
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 109,393 76,872

短期借入金 340,000 340,000

1年内返済予定の長期借入金 15,432 30,672

未払法人税等 18,370 2,685

未払消費税等 1,671 1,949

その他 33,933 33,552

流動負債合計 518,801 485,732

固定負債

長期借入金 113,418 168,050

繰延税金負債 2,037 2,269

退職給付引当金 32,164 30,269

役員退職慰労引当金 5,324 5,324

資産除去債務 6,826 6,832

固定負債合計 159,769 212,745

負債合計 678,571 698,477

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 △280,478 △336,767

自己株式 △217 △217

株主資本合計 507,415 451,126

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,125 1,701

その他の包括利益累計額合計 2,125 1,701

純資産合計 509,540 452,828

負債純資産合計 1,188,111 1,151,305
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 208,982 215,690

売上原価 93,373 96,048

売上総利益 115,609 119,642

販売費及び一般管理費

給料及び手当 65,065 67,591

退職給付費用 1,148 2,376

業務委託費 4,424 7,606

賃借料 14,337 15,808

減価償却費 5,566 5,893

貸倒引当金繰入額 196 48

その他 70,018 69,940

販売費及び一般管理費合計 160,757 169,266

営業損失（△） △45,148 △49,623

営業外収益

受取賃貸料 2,100 533

為替差益 1,459 503

その他 955 1,306

営業外収益合計 4,515 2,343

営業外費用

支払利息 1,798 2,061

売上割引 59 88

賃貸収入原価 2,100 533

支払手数料 9,426 3,750

デリバティブ評価損 222 －

その他 990 215

営業外費用合計 14,596 6,649

経常損失（△） △55,230 △53,929

特別利益

前期損益修正益 7,392 －

その他 64 －

特別利益合計 7,456 －

特別損失

投資有価証券評価損 7,813 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,539 －

固定資産除却損 － 405

特別損失合計 12,352 405

税金等調整前四半期純損失（△） △60,126 △54,335

法人税、住民税及び事業税 912 1,953

法人税等合計 912 1,953

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △61,039 △56,289

四半期純損失（△） △61,039 △56,289
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △61,039 △56,289

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 914 △423

その他の包括利益合計 914 △423

四半期包括利益 △60,124 △56,712

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △60,124 △56,712
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当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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