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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 1,038 4.0 △147 ― △162 ― △185 ―
22年3月期 998 △24.2 △124 ― △127 ― △164 ―

（注）包括利益 23年3月期 △185百万円 （―％） 22年3月期 △163百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 △30.51 ― △30.8 △13.0 △14.2
22年3月期 △27.04 ― △21.2 △9.2 △12.5

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 1,188 509 42.9 83.90
22年3月期 1,319 694 52.6 114.36

（参考） 自己資本   23年3月期  509百万円 22年3月期  694百万円

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

23年3月期 △113 △6 10 109
22年3月期 △77 42 88 219

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

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

 

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



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注） 詳細は、添付資料P.16「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） 

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 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 800 株 22年3月期 800 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 6,073,350 株 22年3月期 6,073,350 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 943 2.2 △144 ― △157 ― △179 ―
22年3月期 923 △24.4 △127 ― △127 ― △164 ―

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

23年3月期 △29.60 ―
22年3月期 △27.04 ―

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 1,181 515 43.6 84.81
22年3月期 1,310 694 53.0 114.35

（参考） 自己資本 23年3月期  515百万円 22年3月期  694百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
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、添付資
料P.３「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

第2四半期(累計) 480 17.1 △70 ― △80 ― △13.17
通期 1,220 29.3 10 ― 5 ― 0.82
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当連結会計年度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、回復傾向がみられるものの、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２月の会社体制見直しを機に、組織化した営業活動を

実施するとともに、平成22年８月にメインブランドのひとつであります「サザンクロス」の見本帳を改

訂発表いたしました。 

 売上高は、「サザンクロス」の見本帳が好評を得ていることから、その効果により増加となりまし

た。 

 利益面におきましては、見本帳「サザンクロス」の改訂に係る費用が当初の予想より増加したこと、

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費用の発生等により、損失は

拡大いたしました。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は前年同期比4.0％増の1,038百万円、営業損失は147百万円

（前連結会計年度は124百万円の営業損失）、経常損失は162百万円（前連結会計年度は127百万円の経

常損失）、当期純損失は185百万円（前連結会計年度は164百万円の当期純損失）となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、東日本大震災および原発問題が国内経済に及ぼす影響は不透明であり

先行きは見通しづらい状況にあります。 

 カーテン業界におきましては、消費者の低価格志向が続いていることから、依然として厳しい経営環

境になると思われますが、今後、震災復興に伴う住宅建設の需要は高まるものと考えております。 

 このような状況の下、当社グループは引き続き平成22年８月に改訂発表しました「サザンクロス」の

販売に注力するとともに、平成23年２月より発売を開始しました「ＷＨＩＴＥ」（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商品）等を積極的に活用して新規取引先を獲得してまいりま

す。 

 また、平成22年11月に業務提携いたしました株式会社ファインモードインターナショナルとは、カー

テンの新たな販路の開拡を図るとともに新商品の開発を進めてまいります。 

  

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96百万円減少して586百万円となりました。これは、受取手

形及び売掛金が40百万円増加したものの、現金及び預金が109百万円減少、商品及び製品が33百万円

減少したことなどによります。固定資産は、34百万円減少して602百万円となりました。これは、建

物及び構築物（純額）が18百万円減少、長期貸付金が７百万円減少、投資有価証券が６百万円減少し

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131百万円減少し、1,188百万円となりました。 

  

流動負債は、前連結会計年度末に比べ32百万円増加して518百万円となりました。これは、支払手

形及び買掛金が26百万円増加、未払法人税等が６百万円増加したことなどによります。固定負債は、

21百万円増加して159百万円となりました。これは、長期借入金が10百万円増加、資産除去債務が６

百万円増加、退職給付引当金が５百万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53百万円増加し、678百万円となりました。 

  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ185百万円減少し、509百万円となりました。これは、当期

純損失が185百万円となっ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113百万円の支出、「投資活動

によるキャッシュ・フロー」は６百万円の支出、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は10百万円

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109百万円減少し、109

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、113百万円の支出（前連結会計年

度は77百万円の支出）となりました。主な収入は、減価償却費30百万円、たな卸資産の減少による27

百万円、支出は、税金等調整前当期純損失174百万円であります。 

  

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、６百万円の支出（前連結会計年度

は42百万円の収入）となりました。主な収入は、貸付金の回収による収入７百万円、支出は、有形固

定資産の取得による支出12百万円であります。 

（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、10百万円の収入（前連結会計年度

は88百万円の収入）となりました。収入は、長期借入れによる収入113百万円、支出は、長期借入金

の返済による支出102百万円であります。 

（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、内部留保金につきましては、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つきましては、６期連続で純損失となることから、無配といたし

ました。また、次期の配当につきましても無配を予定しております。 

  

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多くを輸入しており、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行っております。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、当社グループの業績に悪影響を及ぼします。 

  

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％） 60.1 52.6 42.9

時価ベースの自己資本比率（％） 23.8 18.9 31.7

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率（％）

△1.9 △5.9 △4.1

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

△36.9 △10.9 △16.1

（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、前連結会計年度までの５連結会計年度に引き続き、当連結会計年度においても重要

な営業損失を計上いたしました。 

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

「サザンクロス」の販売に注力するとともに、平成23年２月より発売を開始しました「ＷＨＩＴＥ」

（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商品）等を積極的に活用して新規取引先

を獲得してまいります。 

 また、平成22年11月に業務提携いたしました株式会社ファインモードインターナショナルとは、カー

テンの新たな販路の開拡を図るとともに新商品の開発を進めてまいります。 

  

  

（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）株式会社イフについては、売上高（連結会社相互問の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％

を超えております。 

 主要な損益情報等 (1)売上高         150,743千円 

          (2)経常利益       △5,116千円 

          (3)当期純利益   △5,652千円 

          (4)純資産額   △146,865千円 

          (5)総資産額        27,840千円 

  

なお、 近の有価証券報告書（平成22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。 

２．企業集団の状況

名称 住所
資本金
（千円）

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 
(注)

愛知県小牧市 15,000
室内装飾品
の販売

100.0

当社の商品及びオリジナル商品
の販売を行っております。 
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４名
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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等が存在しており、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すると

ともに、新たなる販路を獲得してまいります。 

  

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、新規取引先の獲得に注力することで１人あたりの営業員の売上高の増加

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。 

  

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22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 219,253 109,637

受取手形及び売掛金 171,898 212,787

商品及び製品 267,000 233,816

原材料及び貯蔵品 12,912 18,860

その他 12,059 14,493

貸倒引当金 △872 △3,553

流動資産合計 682,251 586,041

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1 229,051 ※1 210,787

機械装置及び運搬具（純額） 0 0

土地 ※1 289,500 ※1 289,500

その他（純額） 620 4,416

有形固定資産合計 ※2 519,172 ※2 504,703

無形固定資産

ソフトウエア 1,661 1,254

無形固定資産合計 1,661 1,254

投資その他の資産

投資有価証券 35,721 29,327

長期貸付金 7,500 －

差入保証金 65,742 62,432

その他 15,546 12,928

貸倒引当金 △8,323 △8,577

投資その他の資産合計 116,187 96,111

固定資産合計 637,021 602,069

資産合計 1,319,273 1,188,111
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 82,907 109,393

短期借入金 ※1 340,000 ※1 340,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1 15,132 ※1 15,432

未払法人税等 11,639 18,370

未払消費税等 5,720 1,671

その他 31,091 33,933

流動負債合計 486,491 518,801

固定負債

長期借入金 ※1 103,140 ※1 113,418

繰延税金負債 892 2,037

退職給付引当金 27,079 32,164

役員退職慰労引当金 5,324 5,324

資産除去債務 － 6,826

その他 1,800 －

固定負債合計 138,235 159,769

負債合計 624,726 678,571

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 △95,169 △280,478

自己株式 △217 △217

株主資本合計 692,723 507,415

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,822 2,125

その他の包括利益累計額合計 1,822 2,125

純資産合計 694,546 509,540

負債純資産合計 1,319,273 1,188,111
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 998,804 1,038,566

売上原価 ※ 451,316 ※ 477,620

売上総利益 547,488 560,945

販売費及び一般管理費

給料及び手当 263,048 263,078

賞与 － 2,240

退職給付費用 6,048 5,513

業務委託費 26,794 21,084

賃借料 71,058 60,709

減価償却費 22,599 30,425

貸倒引当金繰入額 3,844 11,262

その他 278,660 314,324

販売費及び一般管理費合計 672,053 708,639

営業損失（△） △124,564 △147,694

営業外収益

受取賃貸料 9,099 4,400

為替差益 1,891 2,004

その他 3,960 3,456

営業外収益合計 14,951 9,860

営業外費用

支払利息 7,023 6,789

売上割引 244 295

賃貸収入原価 8,399 4,400

支払手数料 － 11,527

その他 1,727 2,113

営業外費用合計 17,395 25,125

経常損失（△） △127,008 △162,958

特別利益

前期損益修正益 － 765

特別利益合計 － 765

特別損失

投資有価証券評価損 － 7,841

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,539

退店店舗の現状復帰費用 8,000 －

事務所移転費用 15,096 －

割増退職金 3,211 －

その他 － 0

特別損失合計 26,307 12,380

税金等調整前当期純損失（△） △153,316 △174,574

法人税、住民税及び事業税 10,913 10,734

法人税等合計 10,913 10,734

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △185,308

当期純損失（△） △164,229 △185,308
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 連結包括利益計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △185,308

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 302

その他の包括利益合計 － 302

包括利益 － △185,006

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △185,006
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 737,407 737,407

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 737,407 737,407

資本剰余金

前期末残高 391,359 50,703

当期変動額

欠損填補 △340,655 －

当期変動額合計 △340,655 －

当期末残高 50,703 50,703

利益剰余金

前期末残高 △271,595 △95,169

当期変動額

当期純損失（△） △164,229 △185,308

欠損填補 340,655 －

当期変動額合計 176,426 △185,308

当期末残高 △95,169 △280,478

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 856,953 692,723

当期変動額

当期純損失（△） △164,229 △185,308

当期変動額合計 △164,229 △185,308

当期末残高 692,723 507,415
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1,401 1,822

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

421 302

当期変動額合計 421 302

当期末残高 1,822 2,125

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 1,401 1,822

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

421 302

当期変動額合計 421 302

当期末残高 1,822 2,125

純資産合計

前期末残高 858,354 694,546

当期変動額

当期純損失（△） △164,229 △185,308

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 421 302

当期変動額合計 △163,808 △185,006

当期末残高 694,546 509,540
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（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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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（△） △153,316 △174,574

減価償却費 22,599 30,441

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,749 2,934

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） 3,307 5,085

受取利息及び受取配当金 △1,249 △1,036

支払利息及び社債利息 7,023 6,789

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,841

売上債権の増減額（△は増加） 53,324 △39,824

たな卸資産の増減額（△は増加） 43,755 27,236

仕入債務の増減額（△は減少） △25,851 26,486

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,942 △4,049

その他の資産の増減額（△は増加） △1,805 4,621

その他の負債の増減額（△は減少） △12,630 134

その他 110 4,539

小計 △59,210 △103,374

利息及び配当金の受取額 1,281 1,068

利息の支払額 △7,082 △7,053

法人税等の支払額 △12,430 △4,003

営業活動によるキャッシュ・フロー △77,441 △113,363

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 58,027 2,944

その他の支出 △12,462 △4,360

投資活動によるキャッシュ・フロー 42,882 △6,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 50,000 －

長期借入れによる収入 50,000 113,000

長期借入金の返済による支出 △11,562 △102,422

財務活動によるキャッシュ・フロー 88,438 10,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 53,878 △109,615

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期末残高 ※ 219,253 ※ 109,637
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 該当事項はありません。 

  

近の有価証券報告書（平成22年６月30日提出）における記載から変更箇所は以下の通りでありま

す。 

 
  

 
  

 
  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事
項

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法

デリバディブ

――――――――

デリバディブ

…時価法

（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

会計方針の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

―――――――― （資産除去債務に関する会計基準等）
当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業損失及び経常損失

は1,156千円増加、税金等調整前当期純損失は5,696千円
増加しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

―――――――― （連結損益計算書関係）

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

21年３月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株主

損益調整前当期純損失」の科目で表示しております。
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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  

 １  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

 ２  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

（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22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日)

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 223,513千円

土地 289,500千円

計 513,013千円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 340,000千円

１年内返済予定の長期 
借入金

15,132千円

長期借入金 103,140千円

計 458,272千円

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 205,370千円

土地 289,500千円

計 494,870千円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 340,000千円

１年内返済予定の長期
借入金

15,432千円

長期借入金 113,418千円

計 468,850千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

792,202千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

823,860千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

※ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額

売上原価 30,690千円
 

※ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額

売上原価 29,627千円

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 △163,808千円

計 △163,808千円

その他有価証券評価差額金 421千円

計 421千円
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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22年４月１日 至 平成23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 

 
  

  

(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) 6,074,150 ― ― 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

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) 6,074,150 ─ ─ 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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

 ※ 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 219,253千円

現金及び現金同等物 219,253千円

 

 ※ 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 109,637千円

現金及び現金同等物 109,637千円
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前連結会計年度(平成22年３月31日) 

１ その他有価証券 

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(平成23年３月31日) 

１ その他有価証券 

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 該当事項はありません。 

(有価証券関係)

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価(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 21,767 10,909 10,858

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 13,954 22,097 △8,143

合計 35,721 33,006 2,714

区分
連結貸借対照表計上額 

(千円)
取得原価(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 16,561 9,919 6,642

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 12,766 23,087 △10,321

合計 29,327 33,006 △3,679
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当社グループは、デリバティブ取引をしていないため該当事項はありません。 

  

（単位：千円） 

 
(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（平成22年３月31日）

   当連結会計年度（平成23年３月31日）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

  通貨関連

種類 契約額等
契約額等のうち

１年超
時価 評価損益

市場取
引以外
の取引

為替予約取引

買建

ユーロ 6,555 ― 7,034 488

合計 6,555 ― 7,034 488

(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 27,079千円

②退職給付引当金の額 27,079千円

 
２ 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務の額 32,164千円

②退職給付引当金の額 32,164千円

 
３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 6,048千円

 合計 6,048千円

 
３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 5,513千円

 合計 5,513千円

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
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資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの 

  

物流業務施設の土地の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

  

使用見込期間を取得から20年と見積り、割引率は0.4%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 

  

  

 
  

（注）当連結会計年度より「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）を適用したこ

とによる期首時点における残高であります。 

(資産除去債務関係)

当連結会計年度末(平成23年３月31日)

(1) 当該資産除去債務の概要

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

(3) 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高（注） 6,798千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 ―千円

時の経過による調整額 27千円

期末残高 6,826千円
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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21年４月１日 至 平成22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21年４月１日 至 平成22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。 

  

   当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

当社グループは、カーテンを中心とした室内装飾品の販売を主な事業内容としており、単一セグ

メントであることから、該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

(セグメント情報等)

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

４ セグメント情報

五洋インテックス㈱　（7519）　平成23年３月期　決算短信

-22-



  関連当事者との取引 

    連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

       連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等 

 
(注) 取引金額には消費税を含んでおりません。 

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、期末の被保証残高を

取引金額に記載しております。 

  

  関連当事者との取引 

    連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

        連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等 

 
(注) 取引金額には消費税を含んでおりません。 

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、期末の被保証残高を

取引金額に記載しております。 

  

（開示の省略） 

リース取引、金融商品、ストック・オプション等、税効果会計、企業結合等、賃貸等不動産に関す

る注記事項については、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。 

(関連当事者情報)

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

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5.8
債務被保証

当社銀行借

入に対する

債務被保証

118,272 ― ―

（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22年４月１日 至 平成23年３月31日)

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6.0
債務被保証

当社銀行借

入に対する

債務被保証

128,850 ―
―

（取引条件及び取引条件の決定方針等）
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(注) 算定上の基礎 

  
  １ １株当たり純資産額 

 
  
  ２ １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 

 
  

 該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

１株当たり純資産額 114.36円

１株当たり当期純損失金額 27.04円

 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。

 

１株当たり純資産額 83.90円

１株当たり当期純損失金額 30.51円

 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

(平成22年３月31日)
当連結会計年度

(平成23年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 694,546 509,540

普通株式に係る純資産額（千円） 694,546 509,540

普通株式の発行済株式数（株） 6,074,150 6,074,150

普通株式の自己株式数（株） 800 800

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
（株）

6,073,350 6,073,350

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失（千円） 164,229 185,308

普通株式に係る当期純損失（千円） 164,229 185,308

普通株式の期中平均株式数（株） 6,073,350 6,073,350

(重要な後発事象)

五洋インテックス㈱　（7519）　平成23年３月期　決算短信

-24-



５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 210,948 102,140

受取手形 10,151 13,911

売掛金 ※2 157,267 ※2 193,967

商品及び製品 262,511 229,657

原材料及び貯蔵品 12,912 18,860

前渡金 2,174 94

前払費用 7,120 7,180

未収入金 1,614 5,827

その他 1,466 2,137

貸倒引当金 △786 △2,349

流動資産合計 665,381 571,429

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※3 229,051 ※3 210,787

構築物（純額） 0 0

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） 620 4,416

土地 ※3 289,500 ※3 289,500

有形固定資産合計 ※1 519,172 ※1 504,703

無形固定資産

ソフトウエア 1,661 1,254

無形固定資産合計 1,661 1,254

投資その他の資産

投資有価証券 35,721 29,327

関係会社株式 0 0

出資金 30 30

関係会社長期貸付金 150,000 150,000

長期貸付金 7,500 －

破産更生債権等 5,520 2,924

長期前払費用 4,509 4,607

差入保証金 65,242 61,932

保険積立金 2,682 5,365

貸倒引当金 △146,732 △149,790

投資その他の資産合計 124,474 104,398

固定資産合計 645,308 610,356

資産合計 1,310,690 1,181,785
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 33,321 49,264

買掛金 46,397 55,739

短期借入金 ※3 340,000 ※3 340,000

1年内返済予定の長期借入金 ※3 15,132 ※3 15,432

未払金 10,668 13,874

未払費用 11,261 11,954

未払法人税等 10,769 17,667

未払消費税等 5,388 427

預り金 1,153 1,482

前受金 1,409 934

その他 3,600 1,800

流動負債合計 479,102 508,577

固定負債

長期借入金 ※3 103,140 ※3 113,418

繰延税金負債 892 2,037

退職給付引当金 25,933 30,546

役員退職慰労引当金 5,324 5,324

資産除去債務 － 6,826

その他 1,800 －

固定負債合計 137,089 158,151

負債合計 616,192 666,728

純資産の部

株主資本

資本金 737,407 737,407

資本剰余金

資本準備金 50,703 50,703

資本剰余金合計 50,703 50,703

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 △164,218 △343,961

利益剰余金合計 △95,218 △274,961

自己株式 △217 △217

株主資本合計 692,675 512,932

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,822 2,125

評価・換算差額等合計 1,822 2,125

純資産合計 694,498 515,057

負債純資産合計 1,310,690 1,181,785
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（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 923,898 943,853

売上原価

商品期首たな卸高 304,766 262,511

当期商品仕入高 415,374 462,929

合計 720,140 725,440

他勘定振替高 ※2 23,543 ※2 48,316

商品期末たな卸高 262,511 229,657

売上原価合計 ※3 434,085 ※3 447,465

売上総利益 489,813 496,387

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 35,906 38,141

広告宣伝費 28,421 51,035

見本帳費 6,166 27,777

貸倒引当金繰入額 18,058 10,529

役員報酬 21,854 21,904

給料及び手当 227,223 226,747

賞与 － 2,240

退職給付費用 5,226 4,963

業務委託費 26,794 21,084

福利厚生費 35,226 33,930

租税公課 11,501 9,603

消耗品費 13,650 15,787

旅費及び交通費 14,313 19,095

賃借料 55,962 47,075

通信費 12,809 9,989

減価償却費 22,599 30,425

その他 81,721 70,350

販売費及び一般管理費合計 617,437 640,682

営業損失（△） △127,624 △144,294

営業外収益

受取利息 ※1 1,298 ※1 1,168

受取賃貸料 ※1 23,913 ※1 17,224

為替差益 1,891 2,004

その他 ※1 4,033 ※1 3,712

営業外収益合計 31,136 24,110

営業外費用

支払利息 6,903 6,789

売上割引 364 295

賃貸収入原価 22,397 17,025

支払手数料 － 11,527

その他 1,714 2,107

営業外費用合計 31,379 37,745

経常損失（△） △127,867 △157,929

特別利益

前期損益修正益 － 598

特別利益合計 － 598

五洋インテックス㈱　（7519）　平成23年３月期　決算短信

-27-



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

特別損失

投資有価証券評価損 － 7,841

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,539

退店店舗の現状復帰費用 8,000 －

事務所移転費用 15,096 －

割増退職金 3,211 －

その他 － 0

特別損失合計 26,307 12,380

税引前当期純損失（△） △154,175 △169,712

法人税、住民税及び事業税 10,042 10,030

法人税等合計 10,042 10,030

当期純損失（△） △164,218 △179,743
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 737,407 737,407

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 737,407 737,407

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 183,270 50,703

当期変動額

資本準備金の取崩 △132,566 －

当期変動額合計 △132,566 －

当期末残高 50,703 50,703

その他資本剰余金

前期末残高 208,089 －

当期変動額

資本準備金の取崩 132,566 －

欠損填補 △340,655 －

当期変動額合計 △208,089 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計

前期末残高 391,359 50,703

当期変動額

欠損填補 △340,655 －

当期変動額合計 △340,655 －

当期末残高 50,703 50,703
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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

繰越利益剰余金

前期末残高 △340,655 △164,218

当期変動額

当期純損失（△） △164,218 △179,743

欠損填補 340,655 －

当期変動額合計 176,437 △179,743

当期末残高 △164,218 △343,961

利益剰余金合計

前期末残高 △271,655 △95,218

当期変動額

当期純損失（△） △164,218 △179,743

欠損填補 340,655 －

当期変動額合計 176,437 △179,743

当期末残高 △95,218 △274,961

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
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 856,893 692,675

当期変動額

当期純損失（△） △164,218 △179,743

当期変動額合計 △164,218 △179,743

当期末残高 692,675 512,932

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1,401 1,822

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

421 302

当期変動額合計 421 302

当期末残高 1,822 2,125

評価・換算差額等合計

前期末残高 1,401 1,822

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

421 302

当期変動額合計 421 302

当期末残高 1,822 2,125

純資産合計

前期末残高 858,294 694,498

当期変動額

当期純損失（△） △164,218 △179,743

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 421 302

当期変動額合計 △163,796 △179,440

当期末残高 694,498 515,057
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該当事項はありません。 

  

   

 
  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額

780,262千円
 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額

814,443千円

 

※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 10,264千円
 

※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 11,895千円

 

 

※３ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 223,513千円

土地 289,500千円

計 513,013千円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 340,000千円

１年内返済予定の長期 
借入金

15,132千円

長期借入金 103,140千円

計 458,272千円

 

 

※３ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 205,370千円

土地 289,500千円

計 494,870千円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 340,000千円

１年内返済予定の長期
借入金

15,432千円

長期借入金 113,418千円

計 468,850千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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。

受取賃借料 13,997千円

受取利息 1,050千円

その他 450千円
 

※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。

受取賃借料 12,625千円

受取利息 1,050千円

その他 450千円

※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 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

 売上原価 30,690千円
 

※３ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

 売上原価 29,627千円
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前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

   自己株式に関する事項 
 

  

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

   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) 800 ─ ─ 800
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（注）算定上の基礎 

  

  １ １株当たり純資産額 

 
  

  ２ １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 

 
  

 該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 114.35円 １株当たり純資産額 84.81円

１株当たり当期純損失金額 27.04円 １株当たり当期純損失金額 29.60円

 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。

 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

(平成22年３月31日)
当事業年度

(平成23年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 694,498 515,057

普通株式に係る純資産額（千円） 694,498 515,057

普通株式の発行済株式数（株） 6,074,150 6,074,150

普通株式の自己株式数（株） 800 800

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
（株）

6,073,350 6,073,350

項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

損益計算書上の当期純損失（千円） 164,218 179,743

普通株式に係る当期純損失（千円） 164,218 179,743

普通株式の期中平均株式数（株） 6,073,350 6,073,350

(重要な後発事象)
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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。 

  

役員の異動に関しては、決定次第開示いたします。 

  

６．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

           期 別

  区 分

  前連結会計年度 
  

（自 平成21年４月１日  
  至 平成22年３月31日）

   当連結会計年度
  

（自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日）

金   額 構成比 金   額 構成比

％ ％

    生   地 330,342 33.1 319,773 30.8

  縫 製 品 498,952 50.0 510,616 49.2

  そ の 他 169,510 16.9 208,175 20.0

  合   計 998,804 100.0 1,038,566 100.0

（２）役員の異動
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