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平成 25 年 10 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  
役職・氏名 経営企画室長 長縄 幹浩 
電   話 0568-76-1050 
 

業績予想の修正に関するお知らせ 
 

 平成25年５月９日付当社「平成25年３月期決算短信」において発表いたしました業績予想を下記の

とおり修正いたします。 

記 

１．平成 26 年３月期第２四半期（累計）の業績予想の修正について 

連結業績予想数値の修正（平成 25 年４月１日～平成 25 年９月 30 日） 

               
売上高 営業利益 経常利益 

四半期 
純利益 

1 株当たり
四半期 
純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円銭

前回発表予想（Ａ） 590 △30 △35 △40 △3.73

今回修正予想（Ｂ） 676 4 △2 △2 △0.17

増減額（Ｂ－Ａ） 86 34 33 38 ―

増減率 14.6% ― ― ― ―

(ご参考)前期第２四半期実績 
(平成 25 年３月期第２四半期) 573 △121 △138 △146 △18.03

 
 

個別業績予想数値の修正（平成 25 年４月１日～平成 25 年９月 30 日） 

               
売上高 経常利益 

四半期 
純利益 

1 株当たり 
四半期 
純利益 

 百万円 百万円 百万円 円銭 

前回発表予想（Ａ） 530 △30 △40 △3.73 

今回修正予想（Ｂ） 613 △0 △0 △0.00 

増減額（Ｂ－Ａ） 83 30 40 ― 

増減率 15.7% ― ― ― 

(ご参考)前期第２四半期実績 
(平成 25 年３月期第２四半期) 522 △132 △140 △17.24 

 
（注）１ 前回発表予想の 1株当たり四半期純利益は、期中平均株式数 10,713,130 株に基づいて算

出しております。 
２ 今回修正予想の 1株当たり四半期純利益は、期中平均株式数 12,068,755 株に基づいて算

出しております。 
３ 前期第２四半期実績の１株当たり四半期純利益は、期中平均株式数 8,129,438 株に基づい

て算出しております。 
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２．平成 26 年３月期通期の業績予想の修正について 

連結業績予想数値の修正（平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 31 日） 

               
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

前回発表予想（Ａ） 1,330 40 30 15 1.40

今回修正予想（Ｂ） 1,420 40 30 15 1.23

増減額（Ｂ－Ａ） 90 0 0 0 ―

増減率 6.8% 0.0% 0.0% 0.0% ―

(ご参考)前期実績 
(平成 25 年３月期) 1,312 △140 △164 △190 △21.72

 
 

個別業績予想数値の修正（平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 31 日） 

               
売上高 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 円銭 

前回発表予想（Ａ） 1,200 30 15 1.40 

今回修正予想（Ｂ） 1,300 30 15 1.23 

増減額（Ｂ－Ａ） 100 0 0 ― 

増減率 8.3% 0.0% 0.0% ― 

(ご参考)前期実績 
(平成 25 年３月期) 1,197 △159 △185 △21.11 

 
（注）１ 前回発表予想の 1株当たり当期純利益は、期中平均株式数 10,713,130 株に基づいて算出

しております。 
２ 今回修正予想の 1株当たり当期純利益は、期中平均株式数 12,197,090 株に基づいて算出

しております。 
３ 前期実績の１株当たり当期純利益は、期中平均株式数 8,770,295 株に基づいて算出してお

ります。 
 

３．第２四半期（累計）の修正理由 

景気は、依然として海外景気の下振れリスクは存在するものの、政府の経済対策により、個人

消費は持ち直してきており、景気は緩やかに回復しつつあります。当社グループを取り巻く事業

環境は、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。 

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、景気回復に伴う需要の増加や平

成 24 年９月に大幅改訂しました見本帳「インハウス」の販売により、売上高は当初の予想より増

加する見込みとなりました。また、利益面におきましては、業務の効率化を実行し経費を削減し

たことで、営業利益は黒字転換を見込み、四半期純損失は当初の予想より損失が縮小する見込み

となりました。 

なお、個別業績予想の修正理由は、上記理由と同様であります。 

 

４．通期の修正理由 

通期に関しましては、引き続き見本帳「インハウス」による販売強化、市場性の高い商品の販

売等により、売上高は当初の予想より増加する見込みであります。利益面におきましては、原材

料価格の上昇、為替レートの変動、消費税増税の影響など先行き不透明な状況が多数存在するこ

とから、現在のところ変更はありません。 

なお、個別業績予想の修正理由は、上記理由と同様であります。 

 

 



- 3 - 

(注) この資料に記載しております業績等の予想数値におきましては、発表日現在において入手可

能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性が

あります。 

 

 

 

   以  上 
 


