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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 676 17.9 4 ― △2 ― △2 ―
25年3月期第2四半期 573 17.9 △121 ― △138 ― △146 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △5百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △143百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 △0.21 ―
25年3月期第2四半期 △18.03 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 1,173 532 45.4
25年3月期 1,204 438 36.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  532百万円 25年3月期  437百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 1,420 8.2 40 ― 30 ― 15 ― 1.23



(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 12,327,780 株 25年3月期 10,714,780 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,650 株 25年3月期 1,650 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 12,068,755 株 25年3月期2Q 8,129,438 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………２ 

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………２ 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………２ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………３ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３ 

（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 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

３．継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………３ 

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

（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 …………………………６ 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………８ 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………９ 

   （継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………９ 

   （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………９ 

  

○添付資料の目次

-1-

五洋インテックス㈱（7519） 平成26年３月期 第２四半期決算短信



当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、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、今後も底堅い動きが期待されております。 

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、売上高は大幅な増加となりました。 

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、営業利益は黒字に転換し、四

半期純損失は損失が大幅に縮小いたしました。 

以上の結果、売上高は前年同四半期比17.9％増の676百万円、営業利益は４百万円（前年同四半期は

121百万円の営業損失）、経常損失は２百万円（前年同四半期は138百万円の経常損失）、四半期純損失

は２百万円（前年同四半期は146百万円の四半期純損失）となりました。 

第３四半期以降におきましては、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、売上高の増加を図ってまいります。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ５百万円減少して651百万円となりました。これは、現金及

び預金が65百万円増加、商品及び製品が12百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が91百万円減

少したことなどによります。固定資産は、24百万円減少して522百万円となりました。これは、投資

有価証券が14百万円減少、建物及び構築物（純額）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30百万円減少し、1,173百万円となりました。 

  

流動負債は、前連結会計年度末に比べ77百万円減少して487百万円となりました。これは、短期借

入金が36百万円減少、支払手形及び買掛金が26百万円減少したことなどによります。固定負債は、47

百万円減少して153百万円となりました。これは、長期借入金が34百万円減少、退職給付引当金が12

百万円減少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124百万円減少し、641百万円となりました。 

  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ94百万円増加して532百万円となりました。これは、新株

予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ50百万増加したことなどによります。 

  

平成26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．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（資産）

（負債）

（純資産）

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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８連結会計年度において、重要な営業損失を計上するととも

に、営業活動によるキャッシュ・フローも重要なマイナス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。 

当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策について当社グループは、平成24年９月に大幅

改訂いたしました見本帳「インハウス」及び採光機能カーテン「エコフィックス」による販売強化を行

うとともに、市場性の高い商品や環境商材の販売にも注力し、売上高の増加に努めてまいります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 124,311 190,290

受取手形及び売掛金 286,682 195,397

商品及び製品 221,227 234,125

原材料及び貯蔵品 21,226 24,834

その他 9,430 10,501

貸倒引当金 △6,135 △4,107

流動資産合計 656,742 651,041

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 176,850 170,220

機械装置及び運搬具（純額） 0 0

土地 289,500 289,500

その他（純額） 3,957 2,187

有形固定資産合計 470,307 461,908

無形固定資産   

商標権 276 260

ソフトウエア 765 467

無形固定資産合計 1,042 728

投資その他の資産   

投資有価証券 39,227 24,572

差入保証金 33,971 32,652

その他 26,323 26,571

貸倒引当金 △23,081 △23,621

投資その他の資産合計 76,440 60,175

固定資産合計 547,790 522,812

資産合計 1,204,533 1,173,853
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 140,679 114,408

短期借入金 299,754 263,500

1年内返済予定の長期借入金 66,192 59,472

未払法人税等 10,621 7,167

未払消費税等 4,654 6,491

その他 43,130 36,916

流動負債合計 565,032 487,955

固定負債   

長期借入金 151,300 116,838

繰延税金負債 3,618 2,431

退職給付引当金 33,767 21,682

役員退職慰労引当金 5,324 5,324

資産除去債務 6,880 6,894

固定負債合計 200,890 153,171

負債合計 765,922 641,127

純資産の部   

株主資本   

資本金 874,048 924,514

資本剰余金 187,344 237,810

利益剰余金 △634,034 △636,594

自己株式 △264 △264

株主資本合計 427,094 525,465

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,443 7,112

その他の包括利益累計額合計 10,443 7,112

新株予約権 1,073 148

純資産合計 438,611 532,726

負債純資産合計 1,204,533 1,173,853
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 573,894 676,446

売上原価 293,858 345,336

売上総利益 280,035 331,109

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 148,401 126,585

賞与 － 1,425

退職給付費用 3,425 4,591

業務委託費 25,599 18,816

賃借料 30,628 29,998

減価償却費 12,419 9,916

貸倒引当金繰入額 4,219 －

その他 177,064 135,059

販売費及び一般管理費合計 401,758 326,391

営業利益又は営業損失（△） △121,722 4,718

営業外収益   

為替差益 2,714 －

貸倒引当金戻入額 － 1,488

その他 4,668 3,420

営業外収益合計 7,383 4,909

営業外費用   

支払利息 4,499 4,155

売上割引 155 174

為替差損 － 316

支払手数料 2,000 －

株式交付費 － 5,661

社債発行費 15,358 －

その他 2,070 1,943

営業外費用合計 24,083 12,251

経常損失（△） △138,423 △2,623

特別利益   

投資有価証券売却益 － 8,332

特別利益合計 － 8,332

特別損失   

投資有価証券評価損 3,606 －

固定資産除却損 － 0

特別損失合計 3,606 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△142,029 5,709

法人税、住民税及び事業税 4,563 8,269

法人税等合計 4,563 8,269

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △146,593 △2,560

四半期純損失（△） △146,593 △2,560

-6-

五洋インテックス㈱（7519） 平成26年３月期 第２四半期決算短信



 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △146,593 △2,560

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,906 △3,330

その他の包括利益合計 2,906 △3,330

四半期包括利益 △143,686 △5,890

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △143,686 △5,890
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△142,029 5,709

減価償却費 10,419 9,916

のれん償却額 2,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,219 △1,488

退職給付引当金の増減額（△は減少） △250 △12,084

受取利息及び受取配当金 △456 △464

支払利息及び社債利息 4,499 4,155

株式交付費 － 5,661

社債発行費 15,358 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △8,332

投資有価証券評価損益（△は益） 3,606 －

有形固定資産除却損 － 0

売上債権の増減額（△は増加） 29,334 91,285

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,297 △16,506

仕入債務の増減額（△は減少） △6,544 △26,271

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,176 1,837

その他の資産の増減額（△は増加） △3,416 △1,079

その他の負債の増減額（△は減少） 3,594 △6,203

小計 △102,139 46,133

利息及び配当金の受取額 456 459

利息の支払額 △4,277 △4,404

法人税等の支払額 △9,240 △11,722

営業活動によるキャッシュ・フロー △115,200 30,465

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 10,000

定期預金の預入による支出 △20,100 △2,000

有形固定資産の取得による支出 △8,982 △1,189

投資有価証券の売却による収入 － 18,470

その他の収入 331 1,515

その他の支出 △380 △196

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,130 26,600

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 25,000 －

短期借入金の返済による支出 △52,082 △36,254

長期借入れによる収入 85,000 －

長期借入金の返済による支出 △22,536 △41,182

自己株式の取得による支出 △46 －

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 94,344

新株予約権の発行による収入 1,571 －

新株予約権付社債の発行による収入 84,920 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 121,826 16,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,504 73,973

現金及び現金同等物の期首残高 92,462 94,211

現金及び現金同等物の四半期末残高 69,958 168,185
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該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日) 

当社は、平成24年５月28日開催の取締役決議により、平成24年６月29日付で、第１回新株予約権を発

行いたしました。 

これに伴う新株予約権の行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ50,465千円増加し、当第２四

半期連結会計期間末において資本金が924,514千円、資本剰余金が237,810千円となっております。 

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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