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平成１8 年 9月 26 日 

各  位 

                 会社名   株式会社 川 島 織 物 セ ル コ ン 

                代表者名  取締役社長 青 戸  紘 

                コード番号 3009 東証・大証 各第一部 

                 問合せ先  京都市左京区静市市原町 265 番地 

                       取締役常務執行役員 森  仁 士 

                         （TEL 075-741-4315） 

 

第一次中期経営計画の達成に向けた「3 つの改革」の推進について 

 

既にお知らせしている通り株式会社川島織物セルコンは、第一次中期経営計画（平成 18

年度～平成 20 年度）を本年 4 月からスタート致しました。まず、１．３つの事業部門が

一段と“伸び行く事業”へと飛躍するために、事業構造の改革を進めていくものです。 

今般、これに加え、２．全社で無駄の排除と効率化の推進を行う仕事の進め方改革、なら

びに、３．スリムなバランスシートを目指す財務改革を加え「３つの改革」とし、この３

改革を柱として中期経営計画を強化してまいります。 

 

Ⅰ．事業部門別の中期方向性 

（１）身装・美術工芸部門 

これまで培ってきた最高級品の技術・ブランド・生産力を強化しながら、次のことに

取り組みます。 

  ①若い世代を顧客として獲得するために「用の美」を追求し、「和」と「洋」を融合

させファッション性を重視した新たな商品の開発をします。 

  ②帯から周辺領域へと拡大し、より最終消費者に近いところでの営業を目指します。 

（２）インテリア部門 

ファブリックを主体とした生活空間を総合的に提案・提供する「高質な」インテリア

事業を目指し、 

（ａ）ＰａｒｔからＴｏｔａｌへ 

（ｂ）資材から製品へ 

（ｃ）物販から企画・提案・販売・施工・メンテナンスのトータルサービスへ 

を前提に次のことに取り組みます。 

①室内装飾事業 

     ホテル・官公庁・医療福祉などのコントラクトを対象にした内装工事業では、「直

需・元請・責任施工」を基本とし、施主や設計事務所への販促では自社品の採用に

注力し、トータルで空間提案をします。 
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②インテリアファブリックス事業 

     専門店・家具店・工事店・二次問屋などへの卸売りを主体とした製造販売業では、

利益の極大化を目指し製造卸売りビジネスの再構築をします。また、高品質のファ

ブリック商品の開発及び販売に注力するとともに、品質・縫製による差別化を図り

ます。 

③ホームファッション事業 

     百貨店・オーダーカーテンショップなどの直接販売を主体とした小売事業では、消

費者ニーズに直結したものづくりと直接販売をおこなうとともに、企画・生産・販

売までの一貫体制を構築します。また、自社による小売ショップの運営にも注力し

ます。 

（３）自動車部門 

  真のグローバルサプライヤーとして世界に生産拠点を持つメーカーを目指し、次のこ

とに取り組みます。 

①グローバルパレットの拡充・強化及びマザー工場機能を確立し、世界同一品質・同 

時供給体制を確保します。 

②安定した仕事量を確保するため、原反商売からの脱却を図るとともに、パーツ商品

の製造販売を拡充します。 

 

・仕事の進め方改革については、平成 18 年度下期以降、詳細を詰めて推進します。 

・財務改革については、7 頁をご参照ください。 

 

Ⅱ. 取締役会の決定内容 

以上、「3 つの改革」を柱として第一次中期経営計画を進めてまいりますが、その一環

として、本日の取締役会において下記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

 

１．当社は自動車産業のグローバルサプライヤーとして、世界最適生産体制の構築を進め

ています。今般、急成長するアセアン地域及びインドにおける当社のプレゼンスを高

め、中国、北米に次ぐ第 3 の拠点としての確固たる地位を確立するため、アセアン地

域及びインドにおける事業の強化を図ります。なお、インドに関しましては、

Bhilwara Melba De Witte Private Ltd．との業務提携契約の締結を、既にお知

らせしております。 
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（１）タイ生産関係会社の経営権取得について 

自動車産業が成長を続けるアセアン地域において、タイにおける自動車生産は急拡

大しており、2005 年度の生産台数は 100 万台を超えました。各自動車メーカーもタ

イをアセアン戦略の中心と考え、注力しています。当社におきましても、2004 年に

当社の関連会社である福基織造股�有限公司（台湾）が経営を行なっていました、

FUCHI-KAWASHIMA (THAILAND) CO., LTD.に 20％出資し、タイにおける足がかりを築

きました。今般、タイでのプレゼンスを高め、アセアン地域における中核的な位置

づけとすべく、当社が FUCHI-KAWASHIMA (THAILAND) CO., LTD.の経営権を取得する

ことを、福基織造股�有限公司と合意いたしました。 

 

①株式取得の対象となる会社の概要 

商号 FUCHI-KAWASHIMA (THAILAND)CO.,LTD. 

代表者 陳  明聰 

所在地 タイ バンコク市 

設立 2002 年 10 月 

主な事業内容 自動車用ファブリックの製造販売 

従業員数 約 40 名 

資本金 100 百万タイバーツ（288 百万円） 

売上高 101 百万タイバーツ（291 百万円）2005 年度 

当期利益 10 百万タイバーツ （28 百万円）2005 年度 

現在の株主構成 

 

FUCHI TEXTILE CO., LTD. 80％ 

株式会社川島織物セルコン 20％ 

株式取得後の 

株主構成予定 

株式会社川島織物セルコン 70％ 

FUCHI TEXTILE CO., LTD. 30％ 

②日程 

 株式取得予定日    2006 年 10 月   

 

（２）インドネシアにおける合弁会社設立について 

自動車産業が成長を続けるアセアン諸国において、インドネシアにおける自動車生

産台数は、マレーシアを抜きタイに次ぐ第２位にまで拡大しています。当社におき

ましても、インドネシアを重要拠点の一つと捉え、現地の自動車ファブリックメー

カーである PT．ATEJA．MULTI INDUSTRI と営業開発合弁会社を設立し、タイと合わ

せてアセアン地域での優位性確保に努めます。今般、PT．ATEJA．MULTI INDUSTRI と

条件面等について合意しました。 
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①設立する合弁会社の概要 

商号 PT．ATEJA KAWASHIMA AUTOTEX（仮称） 

代表者 株式会社川島織物セルコンから派遣予定 

所在地 インドネシア バンドン 

設立 2006 年 12 月末予定 

主な事業内容 自動車用ファブリックおよびそのパーツの販売 

資本金 120 万米ドル（138 百万円） 

株主構成 PT．ATEJA．MULTI INDUSTRI 50％ 

株式会社川島織物セルコン  50％ 

   ②合弁先会社の概要 

商号 PT．ATEJA MULTI INDUSTRI 

代表者 Subianto Tjandra 

所在地 インドネシア バンドン 

設立 1974 年 8 月 

主な事業内容 インテリア・家具用ファブリック 

車両・航空機・客船用シート地 

従業員 約 2,000 人 

資本金 約 10 百万米ドル相当（連結） 

売上高 約 70 百万米ドル    （連結） 

③当社の業績に与える影響 

  当社の今期の業績への貢献はわずかですが、将来的には業績向上に寄与するもの

と考えております。 

 

（３）フィリピン生産子会社の生産停止について 

当社は 1994 年にフィリピンへ進出し、当社が 81％出資する生産子会社 KAWASHIMA 

TEXTILE MFG. PHILS., INC.を設立しました。以来同社は、当社の海外生産の一翼を

担ってきました。しかしながら、近年自動車産業のアセアン地域におけるフィリピ

ンの生産シェアは低下してきており、自動車生産台数も他のアセアン諸国に水を空

けられています。今般、KAWASHIMA TEXTILE MFG. PHILS., INC.の生産を停止し、そ

の経営資源をタイとインドネシアへ集中いたします。 

尚、当期収益への影響は、生産停止に伴う損失が概算 4 億円規模発生の見込みです。 
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①生産を停止する会社の概要 

商号 KAWASHIMA TEXTILE MFG. PHILS., INC. 

代表者 取締役社長 藤原 正司 

所在地 フィリピン ラグナ州 

設立 1994 年 10 月 

主な事業内容 自動車内装用ファブリックの製造、販売 

従業員数 約 85 人 

資本金 180 百万ペソ（401 百万円） 

売上高 247 百万ペソ（551 百万円）   2005 年度 

当期利益 △11 百万ペソ（△24 百万円） 2005 年度 

総資産 314 百万ペソ（700 百万円）   2005 年度 

株主構成 株式会社川島織物セルコン 100％ 

②生産停止の日程 

  平成 18 月 9 月 26 日 

③当社の業績に与える影響 

生産停止に伴う損失が、概算 4 億円（関係会社投資損失引当金繰入額）発生の

見込みですが、「４.財務改革」の欄で説明しておりますとおり、有価証券の売

却益の一部を充当いたしますので、現在のところ当期業績には変更はありません。 

 

２．インテリア事業部門での合併効果を計るため、重複する関連子会社の統合を進めます。 

 

カーテン縫製子会社の合併 

当社は、2006 年 12 月 1 日をもって、子会社である株式会社川島セルコンソーイング

と株式会社関東ソーイングを合併することといたしました。 

両社は、共にインテリア事業におけるカーテンの縫製子会社であり、生産効率と生

産能力の向上や、規格、品質の統一、間接費用の圧縮等、経営資源の効率化を図る

ために、両社を合併いたします。 

 

  ①合併の日程 

    合併契約書締結       2006 年 9 月 27 日 予定 

    合併契約書承認臨時株主総会 2006 年 10 月 17 日 予定 

    合併期日          2006 年 12 月 1 日 予定 

   

 

 

 



                          
         

 6

②合併の方式 

    株式会社川島セルコンソーイングを存続会社とする吸収合併方式 

  ③合併比率  

    100％子会社 2社の合併であることから、合併比率の算定は行ないません。 

    合併による新株の発行および資本金の増加は行ないません。 

  ④合併交付金 

    合併交付金の支払いはありません。 

  ⑤合併当事会社の概要 

 合併会社 被合併会社 

商号 株式会社川島セルコンソーイング 株式会社関東ソーイング 

所在地 京都市左京区静市市原町 265 番地 埼玉県越谷市流通団地１丁目 1-10 

主な事業内容 カーテン及び縫製品の仕立加工 カーテン及び縫製品の仕立加工 

従業員数 223 人 54 人 

資本金 80 百万円 20 百万円 

売上高 2,164 百万円 2005 年度 156 百万円 2005 年度 

株主構成 株式会社川島織物セルコン 100％ 株式会社川島織物セルコン 100％ 

  ⑥合併後の状況 

商号 株式会社川島セルコンソーイング 

所在地 京都市左京区静市市原町 265 番地 

主な事業内容 カーテン及び縫製品の仕立加工 

資本金 80 百万円 

株主構成 株式会社川島織物セルコン 100％ 

  ⑦合併が業績へ与える影響 

本合併は、連結子会社間の合併であるため、今期の業績への直接の貢献はわずか

ですが、効率化により、将来の業績向上に寄与するものと考えております。 

 

３．身装・美術工芸部門において、与信管理の強化を図ります。 

最近の呉服業界における複数の倒産は身装・美術工芸部門における商流と直接の関

係はありませんが、業界の混乱は中長期的に当社の業績にも影響を及ぼす可能性があ

ります。その対策として、商品・売掛金の管理については従来以上に厳しい対応が必

要となります。ついては、与信管理の強化の一環として、独自に一部の取引条件を変

更いたします。本件に伴う一時的な返品による損失が、概算 6.5 億円発生の見込みで

す。 
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４．財務改革 

事業強化のための資金需要は引続き旺盛であり、資金の確保は重要な課題です。一

方、合併により 4 月期初の有利子負債は約 220 億円になり、市中金利が上昇予測の中、

今後の支払い金利負担増が懸念されます。 

このような環境の下、当社は、保有株式の一部売却を決定しました。売却資金につ

いては、有利子負債を大きく削減し、株主資本の充実を図るバランスシート改革を実

行すると共に、事業強化のための投資に活用します。 

  

以  上 


