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平成 29 年５月 19 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 取締役管理部長  小林 光博 

幹博 
電 話 0568－76－1050 
 

第三者割当による第２回新株予約権付社債および第２回新株予約権 

（平成 26 年４月実施）の資金使途の変更に関するご報告 

 

１．資金使途変更の概要 

当社は、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ますが、平成18年３月期より８

期連続して純損失を計上し、平成26年３月期は純利益を計上したものの、平成27年３月期より３期連続して純

損失を計上しております。 

当社はこのような赤字体質から脱却を図るため、平成26年４月に実施いたしました第三者割当による第２回

無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「第２回新株予約権付社債」という。）および第２回新株予約権

の発行により調達した資金を投入して、平成26年４月７日に業務提携を締結しましたCasablanca Group 

Limited（以下、カサブランカ社という。）と、中国、香港市場での当社カーテンの販売（中国カーテン事業）

及びカサブランカ社のベッドリネン商品の国内販売（国内ベッドリネン事業）を実施しました。 

しかしながら、中国・香港市場における日本製高級カーテンの流通が当初の見込みほど多くないこと、同

社のベッドリネン商品による国内の販路拡大が当初の期待ほど見込めないことから、平成 27 年４月の取締役

会において、売上高の見込める環境関連（太陽光パネル等の販売のための仕入資金等）に資金を充当すること

といたしました。（国内ベッドリネン事業の資金使途 56 百万円と中国カーテン事業の資金使途 14 百万円の計

70 百万円を環境関連に充当しました。）その後、カサブランカ社とは、平成 28 年 11 月１日付で業務提携を解

消しております。 

その後、売上高を獲得してきました太陽光パネル等の販売ですが、平成28年１月に市場が急激に冷え込んだ

ことで先行きの見通しがたたなくなり、また、本業であります室内装飾品関連（カーテン等）も業績が下降し

たことから、平成28年１月の取締役会において資金を会社の運転資金（商品の仕入代金、従業員の給料等）に

充当することといたしました。（中国カーテン事業の資金使途の残り151百万円のうち136百万円を運転資金に

充当しました。） 

また、インハウス見本帳改訂に関しましては、見本帳作成費は見本帳を簡易的な改訂にとどめたことで変更

前より減少しましたが、新柄数が増加したことで変更前に比べ在庫費用（仕入れ代金）は増加し、インハウス
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見本帳改訂全体で５百万円増加しました。（平成28年１月の取締役会で使途変更しました中国カーテン事業の

資金使途の残り15百万円のうち５百万円を、インハウス見本帳改訂の在庫費用（仕入れ代金）に充当しました。） 

今回、資金使途変更の開示の必要性についての認識不足により、資金使途の変更の開示が大幅に遅れたこと

を心からお詫び申し上げます。今後は、このようなことがないよう適時開示のルールを社内で徹底し、開示の

遅延を生じさせないよう努めてまいります。 

 

２．資金使途変更の内容 

第２回新株予約権付社債および第２回新株予約権の変更前の使途と変更後の使途の内容は以下のとおり

であります。 

 

①変更前 

具体的な使途 金額 
支出予定時期 

（一年目） 
金額 

支出予定時期 

（二年目） 

１．国内ベッドリネン事業 24 百万円
 

37 百万円 
 

①専属営業担当員及び派遣販売員人

件費 
9 百万円

平成 26 年５月～ 

平成 27 年４月 
12 百万円 

平成 27 年５月～ 

平成 28 年４月 

②販売促進費用 5 百万円
平成 26 年５月～ 

平成 27 年４月 
5 百万円 

平成 27 年５月～ 

平成 28 年４月 
 

③在庫費用（仕入れ代金） 10 百万円
平成 26 年５月～ 

平成 27 年４月 
20 百万円 

平成 27 年５月～ 

平成 28 年４月 

２．中国カーテン事業 69 百万円
 

103 百万円 
 

①中国駐在 人件費及び滞在費 16 百万円
平成 26 年５月～ 

平成 27 年４月 
16 百万円 

平成 27 年５月～ 

平成 28 年４月 

②カサブランカ社への教育レクチャ

ーのための資金 
3 百万円

平成 26 年５月～ 

平成 27 年４月 
7 百万円 

平成 27 年５月～ 

平成 28 年４月 

③カサブランカ社提供品開発のため

の資金 
10 百万円

平成 26 年５月～ 

平成 27 年４月 
20 百万円 

平成 27 年５月～ 

平成 28 年４月 

 

 

 

 

④在庫費用（仕入れ代金） 40 百万円
平成 26 年５月～ 

平成 27 年４月 
60 百万円 

平成 27 年５月～ 

平成 28 年４月 

３．インハウス見本帳改訂 －百万円
 

80 百万円 
 

①見本帳作成費 － － 40 百万円 
平成 27 年５月～ 

平成 28 年４月 

 

②在庫費用（仕入れ代金） － － 40 百万円 
平成 27 年５月～ 

平成 28 年４月 

資金使途の合計 93 百万円 － 220 百万円 － 
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②変更後                         （下線は、資金使途の変更箇所を示します。） 

具体的な使途 金額 
支出時期 

（一年目） 
金額 

支出時期 

（二年目以降） 

１．国内ベッドリネン事業 5 百万円
 

0 百万円 
 

①専属営業担当員及び派遣販売員人

件費 
0 百万円 － 0 百万円 － 

②販売促進費用 1 百万円
平成 26 年 11 月～ 

平成 27 年４月 
0 百万円 －  

③在庫費用（仕入れ代金） 4 百万円
平成 26 年 11 月～ 

平成 27 年２月 
0 百万円 － 

２．中国カーテン事業 7 百万円
 

0 百万円 
 

①中国駐在 人件費及び滞在費 0 百万円 － 0 百万円 － 

②カサブランカ社への教育レクチャ

ーのための資金 
0 百万円 － 0 百万円 － 

③カサブランカ社提供品開発のため

の資金 
6 百万円

平成 26 年 7月～ 

平成 27 年３月 
0 百万円 － 

 

 

 

 

④在庫費用（仕入れ代金） 1 百万円
平成 26 年７月～ 

平成 26 年８月 
0 百万円 － 

３．インハウス見本帳改訂 －百万円
 

85 百万円 
 

①見本帳作成費 － － 25 百万円 
平成 27 年５月～ 

平成 29 年３月 

 

②在庫費用（仕入れ代金） － － 60 百万円 
平成 27 年５月～ 

平成 29 年３月 

４．環境関連等の新規事業費用 － － 70 百万円 
平成 27 年５月～ 

平成 28 年３月 

５．運転資金 － － 136 百万円 
平成 28 年１月～ 

平成 29 年３月 

資金使途の合計 12 百万円 － 291 百万円 － 

（注）１．第２回新株予約権付社債につきましては、平成 26 年８月に全ての行使が終了しております。 

   ２．第２回新株予約権につきましては、平成 27 年 12 月に全ての行使が終了しております。 

３．変更前の使途合計 313 百万円と変更後の合計 303 百万円で、差異が 10 百万円ありますのは、変更前

の使途において 10 百万円を自己資金で充当予定していたためであり、その 10 百万円の自己資金の充

当は行っておりません。 

 

３．業績の影響と今後の見通し 

   資金使途の変更を実施した結果、業績に与える影響はありません。 

 

以  上 


