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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 573 17.9 △121 ― △138 ― △146 ―
24年3月期第2四半期 486 7.0 △92 ― △106 ― △113 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △143百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △112百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △18.03 ―
24年3月期第2四半期 △18.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 1,138 382 33.4
24年3月期 1,157 434 37.5
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  380百万円 24年3月期  434百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 1,520 39.3 30 ― 20 ― 5 ― 0.58



(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 

(注) 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）会計方法の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(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３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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 9,181,289 株 24年3月期 7,574,150 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,650 株 24年3月期 800 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 8,129,438 株 24年3月期2Q 6,229,087 株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、復興関連の国内需要を背景に回復の兆しはあるも

のの、欧州債務問題に伴う海外景気の減速、円高の進行等先行き不透明な状況が続いております。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が６月以降減少

しており厳しい経営環境にあります。 

このような状況の下、当社グループは営業面におきましては、平成23年９月に発売を開始しました

「インハウス」ブランドの「+ESSENCE」(プラスエッセンス)の販売、ホテル物件の受注等により売上高

は大幅な増加となりました。 

利益面におきましては、デフレの進行により売上総利益率が減少、見本帳「インハウス」の改訂に係

る販売促進費の増加、新規事業開始に伴う費用の発生、営業外費用として第三者割当による社債発行費

が発生したことで、損失は拡大いたしました。 

以上の結果、売上高は前年同四半期比17.9％増の573百万円、営業損失は121百万円（前年同四半期は

92百万円の営業損失）、経常損失は138百万円（前年同四半期は106百万円の経常損失）、四半期純損失

は146百万円（前年同四半期は113百万円の四半期純損失）となりました。 

第３四半期以降におきましては、平成24年９月に４年ぶりに大幅改訂しました「インハウス」見本帳

及び、平成24年10月より全国主要拠点で本格発売を開始しました採光カーテン「エコフィックス」によ

る販売強化、平成24年８月より事業を開始しましたリモデリング（リフォーム）の事業展開、さらに新

たな環境商材の販売を開始して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17百万円減少して539百万円となりました。これは原材料及

び貯蔵品が20百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が29百万円減少したことなどによります。

固定資産は、１百万円減少して598百万円となりました。これは、見本帳「インハウス」原版などに

よる有形固定資産のその他（純額）が７百万円増加したものの、建物及び構築物（純額）が８百万円

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18百万円減少し、1,138百万円となりました。 

  

流動負債は、前連結会計年度末に比べ10百万円減少して519百万円となりました。これは、１年内

返済予定の長期借入金が28百万円増加したものの、短期借入金が27百万円減少、支払手形及び買掛金

が６百万円減少したことなどによります。固定負債は、43百万円増加して236百万円となりました。

これは、長期借入金が33百万円増加、新株予約権付社債が10百万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32百万円増加し、755百万円となりました。 

  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ51百万円減少して382百万円となりました。これは、新株

予約権付社債の行使により資本金が45百万円増加、資本剰余金が45百万円増加したものの、四半期純

損失が146百万円となったことなどによります。 

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

（資産）

（負債）

（純資産）
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平成25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。 

（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。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

当社グループは、前連結会計年度までの７連結会計年度に引き続き、当第２四半期連結累計期間にお

いても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・フローも当第２四半期連結累

計期間において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４年

ぶりに大幅改訂しました「インハウス」見本帳及び、平成24年10月より全国主要拠点で本格発売を開始

しました採光カーテン「エコフィックス」による販売強化、平成24年８月より事業を開始しましたリモ

デリング（リフォーム）の事業展開、さらに新たな環境商材の販売を開始して売上高の増加を図ってま

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 92,462 90,058

受取手形及び売掛金 215,847 186,513

商品及び製品 228,840 226,480

原材料及び貯蔵品 10,348 31,006

その他 12,584 11,318

貸倒引当金 △2,981 △5,387

流動資産合計 557,102 539,989

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 193,226 184,944

機械装置及び運搬具（純額） 0 0

土地 289,500 289,500

その他（純額） 1,947 9,314

有形固定資産合計 484,673 483,759

無形固定資産   

のれん 17,666 15,666

商標権 307 292

ソフトウエア 3,592 3,099

無形固定資産合計 21,567 19,058

投資その他の資産   

投資有価証券 28,791 27,681

差入保証金 53,444 53,492

その他 12,263 16,712

貸倒引当金 △297 △2,111

投資その他の資産合計 94,201 95,774

固定資産合計 600,442 598,592

資産合計 1,157,544 1,138,581
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 109,509 102,964

短期借入金 340,000 312,918

1年内返済予定の長期借入金 30,672 59,472

未払法人税等 10,227 5,550

未払消費税等 5,174 997

その他 34,355 37,938

流動負債合計 529,938 519,841

固定負債   

新株予約権付社債 － 10,000

長期借入金 145,212 178,876

繰延税金負債 1,982 1,571

退職給付引当金 33,767 33,517

役員退職慰労引当金 5,324 5,324

資産除去債務 6,853 6,867

固定負債合計 193,138 236,155

負債合計 723,077 755,997

純資産の部   

株主資本   

資本金 781,657 826,657

資本剰余金 94,953 139,953

利益剰余金 △443,569 △590,162

自己株式 △217 △264

株主資本合計 432,823 376,184

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,643 4,550

その他の包括利益累計額合計 1,643 4,550

新株予約権 － 1,850

純資産合計 434,467 382,584

負債純資産合計 1,157,544 1,138,581
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 486,613 573,894

売上原価 219,622 293,858

売上総利益 266,991 280,035

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 135,508 148,401

退職給付費用 3,580 3,425

業務委託費 18,039 25,599

賃借料 32,093 30,628

減価償却費 12,120 12,419

貸倒引当金繰入額 476 4,219

その他 157,642 177,064

販売費及び一般管理費合計 359,463 401,758

営業損失（△） △92,471 △121,722

営業外収益   

受取賃貸料 533 －

為替差益 1,339 2,714

貸倒引当金戻入額 569 －

その他 1,231 4,668

営業外収益合計 3,672 7,383

営業外費用   

支払利息 4,158 4,499

売上割引 168 155

賃貸収入原価 533 －

支払手数料 3,750 2,000

株式交付費 9,029 －

社債発行費 － 15,358

その他 451 2,070

営業外費用合計 18,091 24,083

経常損失（△） △106,890 △138,423

特別利益   

その他 421 －

特別利益合計 421 －

特別損失   

投資有価証券評価損 3,726 3,606

固定資産除却損 405 －

特別損失合計 4,131 3,606

税金等調整前四半期純損失（△） △110,600 △142,029

法人税、住民税及び事業税 3,171 4,563

法人税等合計 3,171 4,563

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △113,772 △146,593

四半期純損失（△） △113,772 △146,593
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 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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △113,772 △146,593

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 992 2,906

その他の包括利益合計 992 2,906

四半期包括利益 △112,779 △143,686

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △112,779 △143,686
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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23年４月１日
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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損失（△） △110,600 △142,029

減価償却費 12,120 10,419

のれん償却額 － 2,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △92 4,219

退職給付引当金の増減額（△は減少） △997 △250

受取利息及び受取配当金 △524 △456

支払利息及び社債利息 4,158 4,499

社債発行費 － 15,358

株式交付費 9,029 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3,726 3,606

有形固定資産除却損 405 －

売上債権の増減額（△は増加） 59,438 29,334

たな卸資産の増減額（△は増加） △234 △18,297

仕入債務の増減額（△は減少） △15,299 △6,544

未払消費税等の増減額（△は減少） 455 △4,176

その他の資産の増減額（△は増加） △2,748 △3,416

その他の負債の増減額（△は減少） △6,225 3,594

小計 △47,388 △102,139

利息及び配当金の受取額 524 456

利息の支払額 △4,550 △4,277

法人税等の支払額 △16,072 △9,240

営業活動によるキャッシュ・フロー △67,487 △115,200

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 △4,983 △8,982

無形固定資産の取得による支出 △21,500 －

その他の収入 1,035 331

その他の支出 △1,985 △380

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,433 △9,030

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

長期借入れによる収入 75,000 85,000

長期借入金の返済による支出 △12,796 △22,536

自己株式の取得による支出 － △46

株式の発行による収入 79,470 －

新株予約権付社債の発行による収入 － 84,920

新株予約権の発行による収入 － 1,571

その他の収入 2,771 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 144,446 121,826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 49,525 △2,404

現金及び現金同等物の期首残高 109,637 92,462

現金及び現金同等物の四半期末残高 159,163 90,058
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当第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) 

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24年４月１日 至 平成24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、第三者割当による第１

回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」という。）及び第１回新株予約権

を発行いたしました。 

これに伴う本新株予約権付社債の行使により、資本金が45,000千円、資本準備金が45,000千円増加

し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が826,657千円、資本剰余金が139,953千円となってお

ります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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